
平成23年度札幌バドミントン協会会長杯　BD 9月3日(土)/10日(土)
厚別区体育館/白石区体育館

62 78

1 32

94 102

2 33

63 79

3 34

110 114

4 35

64 80

5 36

95 103

6 37

65 81

7 38

118 120

8 39

66 82

9 40

96 104

10 41

67 83

11 42

111 115

12 43

68 84

13 44

97 105

14 45

69 85

15 46

122 124 123

16 47

70 86

17 48

98 106

18 49

71 87

19 50

112 116

20 51

72 88

21 52

99 107

22 53

73 89

23 54

119 121

24 55

74 90

25 56

100 108

26 57

75 91

27 58

113 117

28 59

76 92

29 60

101 109

30 61

77 93

31

63 小武　真慧②	 	 橋本　拓実① (北海)

(札幌第一) 125

(札幌白陵) 123

121

(札幌丘珠) 119

渡邉　一史①	 	 日下　凌①

122

梅森　晋太郎　①	 	 三浦　翔平①

124

62 藤村　真伍①	 	 佐藤　僚介① (札幌東陵)

61 上西　莉也②	 	 中橋　拓斗② (あすかぜ) 村下　甚八①	 	 齊藤　祐輝① (札幌南)

60 澤田　亘毅②	 	 三条　裕貴① (札幌丘珠)

五百島　悠也②	 	 角　知弥② (札幌清田)59 小林　塁希②	 	 和泉　航平② (札幌拓北)

(北広島西) 120

58 梶原　広樹②	 	 小澤　一輝① (札幌西陵) 宮本　亘②	 	 加藤　和正② (石狩南)

安部　皓士郎②	 	 松尾　俊希①

57 太田　卓②	 	 中川　一成② (札幌西) 田中　陽生②	 	 福井　優人①

(北海学園札幌) 118

56 大原　司寛②	 	 滝本　浩之① (札幌厚別)

紺野　敬介②	 	 山田　明彦② (札幌西陵) 117

55 中野　晃秀②	 	 中谷　亮太② (札幌第一) 森下　優大②	 	 石田　雄大①

54 池田　拓朗②	 	 鎌田　悠作① (札幌創成)

53 輪島　裕介①	 	 佐藤　徳紀② (札幌真栄) 南　伶緒②	 	 池田　翔太② (札幌稲雲)

52 杉山　稜太②	 	 窪田　祥平② (大麻) (北海) 115

(札幌旭丘) 113

114

合田　健斗①	 	 小野　恵介①

116

志村　龍之介②	 	 寿原　裕紀②

高倉　蓮嗣①	 	 中島　裕隆① (札幌国際情報)51 中山　航平②	 	 中山　真也② (札幌白陵)

50 宮澤	 	 一弥②	 	 岡	 	 祐生① (札幌琴似工業)

49 鍵谷　亮②	 	 工藤　祥太② (札幌稲雲) 野澤　徳人②	 	 小出　將生② (札幌新陽)

48 本田　竣士②	 	 田中　秀和① (札幌開成) (札幌厚別) 111

(札幌琴似工業) 109

110

飴谷　裕次郎②	 	 吉田　征広②

112

中村	 	 奎太②	 	 菅原　歩夢①

荒　駿一②	 	 向井　皓輝② (大麻)47 平尾　知義②	 	 福浦　亮② (札幌清田)

46 築山　拓也②	 	 堀江　佑磨② (当別)

45 渋川　達也②	 	 増山　稜也② (北海学園札幌) 鈴木　宏明②	 	 成田　和樹① (札幌月寒)

44 榊原　浩平②	 	 髙橋　良伍① (千歳北陽) (江別) 107

(札幌日大) 105

106

山崎　一都②	 	 小野寺　佑太②

108

竹田　壮志②	 	 佐藤　祐斗②

船水　一希①	 	 橋本　慶恭② (札幌手稲)43 横山　達也②	 	 伊林　拓哉② (札幌光星)

42 山田　誠②	 	 千葉　勇輝② (札幌新川)

41 鈴木　晨悟②	 	 畑本　直哉② (石狩南) 佐藤　正康②	 	 押田　浩一② (札幌工業)

40 菊池　亮成②	 	 葛西　将貴② (札幌啓成) (札幌篠路) 103

(札幌龍谷) 101

102

笹村　正人②	 	 上木　悠矢②

104

熊谷　直悦①	 	 佐野　巴秋①

檜山　卓人②	 	 芦谷　竜治② (恵庭北)39 小館　佑太②	 	 鈴木　恭平② (江別)

38 澤口　友祐②	 	 萱場　賢人① (札幌藻岩)

37 湯泉　憂太②	 	 石川　駿② (北広島西) 松﨑　太一②	 	 埜澤　稔希① (千歳北陽)

36 粂　翔太郎②	 	 清水　博喜② (札幌白石) (札幌北斗) 99

(札幌創成) 97

98

見附　慶祐①	 	 吉田　健太①

100

武曽　秀隆②	 	 川嶋　伶①

綱藤　賢②	 	 庭田　樹② (東海大四)35 常田　悠介②	 	 楠本　哲也① (札幌南)

34 水口　拓也①	 	 夕下　崚① (札幌東)

33 原　大裕②	 	 石堂　郭成② (札幌日大) 塚本　壮②	 	 樋渡　星斗② (千歳)

32 椎名　紀介②	 	 笠谷　修吾① (札幌龍谷) (北海) 95

(北星学園附属) 93

94

佐藤　豊②	 	 北岡　佑樹①

96

酒井　敦生②	 	 岩崎　光②

斉藤　誼輝②	 	 笠島　星耶② (札幌西陵)31 砂子間　隆正②	 	 岡田　芳輝① (北広島西)

30 三木　雄太②	 	 齋藤　嘉一② (恵庭南)

29 鎌田　悠暉②	 	 梅原　拓人② (札幌月寒) 齊藤　喬史②	 	 西村　翔悟② (札幌白石)

28 土門　裕平②	 	 筑後　裕貴② (北海道尚志学園) (札幌北) 91

(札幌開成) 89

90

廣野　航平②	 	 石丸　拓也②

92

大川　卓也②	 	 田中　壮一郎②

福田　周平②	 	 山下　裕也② (札幌真栄)27 小鷹　昌義②	 	 船木　雅也① (札幌開成)

26 今田　裕也①	 	 濱﨑　光① (恵庭北)

25 北島　健太②	 	 佐藤　弥冴樹② (札幌東豊) 和田　祐太郎②	 	 大竹　雅人② (あすかぜ)

24 赤石　正輝②	 	 石川　将也② (札幌西陵) (札幌東陵) 87

(当別) 85

86

小林　耕輔②	 	 北村　浩人②

88

中川　憂生②	 	 青山　侑太②

高田　脩平②	 	 柴田　広太郎② (札幌光星)23 髙木　剛志②	 	 高橋　健太② (札幌北斗)

22 中田　　江②	 	 三宅　誠音① (札幌北)

21 高山　勇希②	 	 高橋　一志② (石狩翔陽) 原　駿介②	 	 高森　洋佑② (大麻)

20 友田　圭寿馬①	 	 清水　脩平① (北海) (石狩翔陽) 83

(札幌啓成) 81

82

山口　真紗史②	 	 大津　仁哉②

84

中谷　優紀②	 	 横山　幸宏①

木村　滉②	 	 三上　真臣① (札幌龍谷)19 森　達也②	 	 田中　浩記① (千歳)

18 能村　悠介②	 	 佐々木　健太① (札幌手稲)

17 増田　拓弥②	 	 清水　奎② (札幌工業) 山下　竜②	 	 神代　達也② (札幌拓北)

16 高橋　泰貴②	 	 吉村　海二① (札幌龍谷) (北海) 79

(札幌新川) 77

78

榊田　和樹②	 	 澁谷　悠太②

80

高橋　一真②	 	 松川　隼基②

佐々木　悠人②	 	 伊藤　隆一② (札幌南)15 藤堂　佳介②	 	 中川　拓哉① (大麻)

14 安田　凌②	 	 木村　周斗② (札幌北陵)

13 中神　丈浩②	 	 保木　佑介② (札幌旭丘) 山下　颯輝②	 	 須藤　翔太② (札幌藻岩)

12 今野　聡②	 	 宮澤　将基① (札幌南陵) (札幌山の手) 75

(札幌平岸) 73

74

経塚　颯汰②	 	 川村　純①

76

岡安　雄斗②	 	 澤田　拓②

酒井　駿②	 	 野城　聡② (恵庭南)11 谷　泰良②	 	 後藤　健吾② (札幌清田)

10 島田　広徳②	 	 網　嵩雄② (札幌新陽)

9 斎藤　雄生②	 	 高橋　崚② (野幌) 橋本　敢①	 	 山本　一希① (札幌東豊)

8 太田　悠介②	 	 溝口　航平② (北星学園附属) (北広島) 71

(野幌) 69

70

板谷　圭一郎②	 	 穴竈　啓斗②

72

渡邉　貴一②	 	 髙地　達也①

鷹巣　健吾②	 	 塚澤　里拓② (札幌東)7 紺野　勇人①	 	 永野　健太郎① (北広島)

6 千田　優司②	 	 廣田　嵩昴② (札幌篠路)

5 佐藤　暢大②	 	 名畑　碧哉② (東海大四) 金野　勇輝②	 	 松野　航洋② (札幌北陵)

4 佐藤　隼也①	 	 鈴木　朝陽① (札幌厚別) (札幌西) 67

(札幌南陵) 65

66

菊池　恵吾②	 	 瀧上　直斗②

68

大槌　直樹②	 	 岡崎　宣輝① (北海道尚志学園)3 有明　萌①	 	 松井　航平① (札幌国際情報)

平井　健太郎②	 	 佐藤　一生① (札幌龍谷) 64

2 簗田　元揮②	 	 佐々木　良浩① (札幌平岸) 小木曽　絹太①	 	 薄田　麗①

1 吉田　尚弥②	 	 大澤　幹樹② (札幌第一)


