
推薦 駒井　亜星・中川　雄介 (第一) 推薦 平池　淳希 (第一)

中村　隆志・諏訪内翔大 (第一) 佐久間浩平 (第一)

１位 平池　淳希・尾野　拓朗 (第一) １位 中村　隆志 (第一)

２位 小場　裕大・佐久間浩平 (第一) ２位 渡辺　成 (第一)

３位 藤井　佑介・畑本　康貴 (第一) 　 ３位 小場　裕大 (第一)

４位 高橋　康之・酒田　恭輔 (龍谷) ４位 尾野　拓朗 (第一)

５位 小野　拓也・廣坂　貴史 (龍谷) ５位 中川　雄介 (第一)

６位 銅　大雅・遠藤　祐太 (第一) ６位 駒井　亜星 (第一)

７位 萬年　朋人・館岡　祥太 (龍谷) ７位 諏訪内翔大 (第一)

８位 吉谷　優介・市川　達也 (北斗) ８位 小野　拓也 (龍谷)

９位 和田・岩佐 (南) ９位 和田 (南)

１０位 堺・葛西 (藻岩) １０位 銅 (第一)

１１位 相内・鷹巣 (光星) １１位 永井 (新川)

１１位 大石・稲垣 (新川) １２位 小松 (西陵)

16 永井・石谷 (新川) １３位 鈴木 (龍谷)

16 広瀬・宮澤 (学園札) １４位 吉谷 (北斗)

16 田川・安田 (西陵) １５位 高瀬 (白石)

16 安井・渡辺 (第一) １６位 遠藤 (第一)

32 平間・高谷 (清田) 32 立島 (篠路)

32 片山・越野 (北斗) 32 田中 (東)

32 浦上・前田 (北海) 32 藤井 (第一)

32 小松・佐藤 (西陵) 32 和泉 (月寒)

32 高橋・片寄 (旭丘) 32 宮澤 (学園札)

32 本間・長谷川 (恵北) 32 山田 (狩南)

32 岩野・大沢 (龍谷) 32 鷹野 (藻岩)

32 井下・大久 (真栄) 32 桂下 (平岸)

32 岩井・神坂 (丘珠) 32 椎名 (篠路)

32 長内・松尾 (清田) 32 山本 (西陵)

32 中島・米谷 (北海) 32 斉藤 (北斗)

32 小市・西川 (啓成) 32 荒谷 (北広西)

32 佐藤・下間 (西陵) 32 岩佐 (南)

32 田沼・宮澤 (龍谷) 32 高谷 (清田)

32 伊東・梅村 (北海) 32 菅藤 (稲北)

32 田邊・大柳 (北広) 32 葛西 (藻岩)
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兼　国民体育大会バドミントン競技会少年の部

【 男子ダブルス 】 【 男子シングルス 】



推薦 中川まどか・本間美穂 (とわの森) 推薦 本間美穂 (とわの森)

阿部　嘉織・澁木　明奈 (北斗) 中川まどか (とわの森)

１位 竹内　一葉・蔵重　志帆 (とわの森) １位 阿部　嘉織 (北斗)

２位 松尾　薫乃・鐙　沙姫 (とわの森) ２位 福岡かおり (とわの森)

３位 清崎玖留美・鶴田　莉里 (北斗) ３位 種市　汐莉 (とわの森)

４位 小島真理奈・福岡かおり (とわの森) ４位 佐々木希笑 (静修)

５位 笠井　尚美・渡辺　祐子 (とわの森) ５位 住友　彩花 (とわの森)

６位 種市　汐莉・高島　美咲 (とわの森) ６位 加藤優梨花 (静修)

７位 庄山　栞・渡辺　梨沙 (静修) ７位 清崎玖留美 (北斗)

８位 坂本　唯香・佐々木希笑 (静修) ８位 竹内　一葉 (とわの森)

９位 奥村・加賀 (静修) ９位 柗田 (静修)

１０位 加賀谷・柗田 (静修) ９位 蔵重 (とわの森)

１１位 永井・渡部 (西陵) １１位 澁木 (北斗)

１２位 木村・林 (北広島) １１位 渡辺 (とわの森)

16 越坂・工藤あ (龍谷) 16 小島 (とわの森)

16 雲藤・長内 (北斗) 16 笠井 (とわの森)

16 木元・太田 (第一) 16 松尾 (とわの森)

16 上田・佐藤 (清田) 16 鶴田 (北斗)

32 栃本・近岡 (静修) 32 山田 (東商業)

32 井島・嵐 (北斗) 32 豊田 (旭丘)

32 木次・小坂 (啓成) 32 頓所 (西)

32 森・筒井 (大麻） 32 大崎 (丘珠)

32 住友・赤川 (とわの森) 32 益田 (国情)

32 小野塚・鶴田 (新川) 32 長岡 (月寒)

32 石川・行徳 (龍谷) 32 小野寺 (北斗)

32 大場・麦谷 (藻岩) 32 辻石 (北斗)

32 守口・高崎 (清田） 32 木野 (北広島西)

32 大樂・中川 (恵庭北) 32 坂本 (静修)

32 齋藤・高橋 (白石） 32 澤口 (東)

32 青井・山田 (とわの森) 32 今野 (月寒)

32 新村・金田 (とわの森) 32 阿部睦 (北斗)

32 小林・工藤 (手稲) 32 木村 (北広)

32 遠藤由・梅佐古 (西陵) 32 辻本 (月寒)

32 手島・黒川 (東商業) 32 越坂 (龍谷)

【 女子ダブルス 】 【 女子シングルス 】


