
平成29年度北海道選手権大会  ３年生BD　7/8(土)厚別区体育館  

1 種田 一樹③下村 睦喜③ (札幌北斗・第一) 泉 湧登③中西 秀明③ (札幌北斗・龍谷) 10
4 8

2 武下 優哉③小澤 辰哉③ (札幌琴似工業) 篠原 圭太③藤原 洋介③ (札幌真栄) 11
1 2

3 糸尾 直記③船戸 章吾③ (札幌大谷)
12 14

角井 悠人③大根 諒真③ (北海学園札幌) 12

4 大西 拓歩③奥田 丈瑠③ (札幌あすかぜ) 江口 海③今野 魁人③ (札幌琴似工業) 13
5 9

5 盛 佑磨③横濱 大樹③ (北広島西)
16 17

中村 圭孝③菊地 修莉③ (札幌西陵) 14
18

6 関根 翔③坂田 尚斗③ (札幌龍谷・白陵) 森 幹太③松本 僚真③ (札幌英藍・狩南) 15
6 10

7 鈴木 魁人③下佐　涼太③ (札幌琴似工業) 成田 海斗③小野寺 篤志③ (札幌北斗・国情) 16
13

8 小松 翔太③難波 勇人③ (札幌丘珠)
15

小川 大貴③石田 和希③ (札幌南陵) 17
7 3

9 西田 明紘③横井 雅樹③ (札幌北斗) 青山 琢哉③大町 勇太③ (札幌あすかぜ・琴工) 18
11

石井 翔真③本田 新③ (北広島西・龍谷) 19

 決

  



平成29年度北海道選手権大会  ３年生GD 7/8(土)　厚別区体育館  

1 石井 まなか③上杉 優奈③ (札幌静修) 髙橋 七海③千葉 実乃里③ (札幌北斗) 10
4 8

2 野村 麻花③森下 清流③ (札幌北斗) 名越 みや美③山田 亜林③ (札幌龍谷) 11
1 2

3 鈴木 歩乃香③石田 弥生③ (北海学園札幌)
12 14

大谷 愛華③橋本 夏弥③ (札幌あすかぜ) 12

4 藤井 衿香③小原 菜々穂③ (札幌龍谷) 大杉 和奏③大柳 花③ (北海学園札幌) 13
5 9

5 守野 未玖③佐々木 琴音③ (札幌東商業)
16 17

岩岡 伶奈③高村 まい③ (札幌北斗・北海) 14
18

6 福井 純怜③今増 真雪③ (札幌龍谷) 高倉 紀子③山本 菜々子③ (札幌龍谷) 15
6 10

7 坂井 まなみ③小林 萌果③ (とわの森三愛) 藤田 まどか③朝倉 真美③ (北海学園札幌) 16
13

8 渡邊 玲央菜③山本 明日香③ (札幌あすかぜ)
15

湯浅 怜実③大塚 菜月③ (北海道科学大学) 17
7 3

9 清水 利恵③原田 碧希③ (札幌北斗) 徳差 佑香③奥　愛未 (札幌大谷) 18
11

岩本 夏奈③橋本 穂香③ (札幌北斗・とわ) 19

 決

  



平成29年度北海道選手権大会  ３年生BS 6/25(日)7/8(土)稲雲高校・厚別区体育館  

 坪田 佑貴③ (札幌第一) 盛 佑磨③ (北広島西)   
16 8

 船戸 章吾③ (札幌大谷) 小澤 辰哉③ (札幌琴似工業)   
1 20

 坂田 尚斗③ (札幌白陵) 宮本 佳紀③ (北海道科学大学)   
24 9

 江口 海③ (札幌琴似工業) 糸尾 直記③ (札幌大谷)   
2 26

 横濱 大樹③ (北広島西) 鈴木 魁人③ (札幌琴似工業)   
17 10

 横井 雅樹③ (札幌北斗) 大西 拓歩③ (札幌あすかぜ)   
3 21

 中村 圭孝③ (札幌西陵) 難波 勇人③ (札幌丘珠)   
28 29 11

 藪 雅喜③ (石狩南)
30

種田 一樹③ (札幌北斗)   
4

 大根 諒真③ (北海学園札幌) 関根 翔③ (札幌龍谷)   
18 12

  下佐 涼太③ (札幌琴似工業) 今野 魁人③ (札幌琴似工業)   
5 22

  石井 翔真③ (北広島西) 鈴木 優杜③ (札幌真栄)   
25 13

  小松 翔太③ (札幌丘珠) 成田 海斗③ (札幌北斗)   
6 27

  大町 勇太③ (札幌琴似工業) 角井 悠人③ (北海学園札幌)   
19 14

  奥田 丈瑠③ (札幌あすかぜ) 鎌仲 翔也③ (札幌丘珠)   
7 23

  泉 湧登③ (札幌北斗) 西島 雅也③ (北広島西)   
15

下村 睦喜③ (札幌第一)   
 決

  



平成29年度北海道選手権大会  ３年生GS 6/25(日)7/8(土)札幌西陵高校・厚別区体育館  

 髙橋 七海③ (札幌北斗) 千葉 実乃里③ (札幌北斗)   
9 13

 石田 弥生③ (北海学園札幌) 小林 萌果③ (とわの森三愛)   
1 5

 坂井 まなみ③ (とわの森三愛) 徳差 佑香③ (札幌大谷)   
17 19

 菊池 里奈③ (北海学園札幌) 原田 碧希③ (札幌北斗)   
2 6

 清水 利恵③ (札幌北斗) 藤田 まどか③ (北海学園札幌)   
10 14

 守野 未玖③ (札幌東商業) 髙橋 由羽③ (とわの森三愛)   
21 22

 佐藤 千紗③ (とわの森三愛)
23

佐々木 琴音③ (札幌東商業)   
11 15

 松本 羽海③ (札幌大谷) 佐々木 奈菜③ (とわの森三愛)   
3 7

 野村 麻花③ (札幌北斗) 岩岡 伶奈③ (札幌北斗)   
18 20

  川口 咲弥香③ (札幌静修) 大杉 和奏③ (北海学園札幌)   
4 8

  大柳 花③ (北海学園札幌) 森下 清流③ (札幌北斗)   
12 16

  岩本 夏奈③ (札幌北斗) 上杉 優奈③ (札幌静修)   

 決

  



平成29年度北海道選手権大会  東ブロック　1.2年BD  ６月2４日（土）北広島西高校/6月2５日（日)札幌第一高校/7月/８日(土)　厚別区体育館   
2回戦　試合番号84番まで15ポイント3セットマッチ

1 岡嶋 慧②近藤 慧② (札幌第一) 野上 拓哉②大井 済聡② (北海) 5953 69

2 伊藤 彩人①波田野 生弥① (札幌白陵) 田守 空良①榮村 柊人① (北星大学附属) 601 27

3 佐々木 祐輔①加藤 大地① (千歳北陽) 小日向 秀介①白川 誠也① (立命館慶祥) 6185 93

4 沢田　 智②石田 久遠② (恵庭北) 滝本 祐己②中村 圭汰② (札幌白石) 622 28

5 野村 宏誠①藤井 蘭丸① (大麻) 宮田 和季①阿部 佑星① (札幌平岸) 6354 70

6 永井 光②東 幹大① (立命館慶祥) 島 俊輔②鈴木 寛人② (北広島) 643 29

7 菅原 俊輔②髙田 大樹② (北海道科学大) 和泉 蒼士①富樫 優① (札幌平岡) 65101 105

8 若山 航太②鈴木 雄大② (北海学園札幌) 社本 航②若原 椿① (大麻) 664 30

9 津田 力②藤田 健吾① (北星大学附属) 前田 聖矢①村上 流星① (千歳北陽) 6755 71

10 吉田 武紘②最知 俊介② (札幌啓成) 小松 蓮②大関 雅空② (札幌日大) 685 31

11 熊倉 悠斗②古口 遥都① (札幌白石) 原 遼汰朗①浅沼 祐輝① (札幌白陵) 6986 94

12 佐藤 優太郎②森田 樹② (札幌丘珠) 中村 正太郎②上野 温希② (江別) 706 32

13 山倉 亮輔①辻脇 吏貢① (札幌新陽) 鳥山 航②本間 達也② (札幌清田) 7156 111 72

14 今井 瑞葵②池崎 有紀② (札幌日大) 内間 唯斗②吉田 前② (北広島西) 727 33

15 惣伊田 翼②上原 達也② (江別) 109 A C 粟飯原 翔②遠藤 駿仁① (千歳) 73

16 平元 康生②田川 滉樹① (札幌月寒) 水屋 壱希②柴谷 康介① (札幌第一) 7457 73

17 嶋本 匡希①因幡 颯太① (札幌清田) 土山 俊輝②佐賀 大空① (恵庭北) 758 34

18 松本 郁哉②松藤 冬馬② (北広島) 今野 翔平②八重樫 直希② (札幌東) 7687 95

19 山岸 永季①澤田 連① (札幌東陵) 石井 悠輝②菅原 靖② (札幌月寒) 779 35

20 伊清 瑞樹②宮﨑　 恵春① (野幌) 阿藤 望夢①荒又 隆輝① (札幌丘珠) 7858 74

21 亀山 祥大①佐藤 栄作① (札幌東) 山田 涼介②近藤 陸② (当別) 7910 36

22 上杉 洸太朗②池田 佑雅① (札幌真栄) 上田 拓斗②髙畑 凱吏② (札幌東陵) 80102 106

23 髙橋 蓮②有松 太智① (当別) 久保 沙佑②佐々木 竜弥① (札幌東豊) 8111 37

24 市原 侑星②伊藤 知浩① (北広島西) 越田 健心②横川 飛向② (北海道科学大) 8259 75

25 大西 昇吾②伊藤 皓泰② (札幌厚別) 伊藤 正人②石田 裕太郎② (恵庭南) 8312 38

26 金澤 憲樹②髙橋 颯斗② (札幌東豊) 吉田 柊南①三島 翔吾① (北海学園札幌) 8488 96

27 太田 翔①鈴木 靖則① (札幌平岸) 平澤 太一①齋藤 浩成① (札幌啓成) 8513 39

28 尾池 達弥①福井 悠月① (札幌平岡) 藤原 卓斗②伊藤 有生② (札幌真栄) 8660 76

29 菅原 睦生②石川 暢晃① (北海) 小林 東矢②堺 涼② (野幌) 87

30 中村 敏人②中川 亮② (北海) 菊地 諒一②齊藤 就摩② (札幌東) 8861 77

31 杉野 真斗②池渕 祥平② (札幌日大) 安井 渉真②辻 希夢① (札幌白石) 8914 40

32 三浦 亘平②玉谷 竜平② (当別) 森 祐稀①沖田 真一① (大麻) 9089 97

33 松井 健吾②髙橋 修也② (札幌清田) 角谷 将②吉岡 裕輝② (札幌丘珠) 9115 41

34 中山 遥斗①吉田 詩遠① (札幌啓成) 川口 泰知①佐藤 創久① (札幌白陵) 9262 78

35 村上 光星①仲野 恵太① (千歳北陽) 野崎 稜太②若松 彪太① (札幌東豊) 9316 42

36 三國 遥大②高橋 康平② (立命館慶祥) 山本 洸大②佐々木 朝陽② (札幌啓成) 94103 107

37 藤田 景也②石村 拓己② (札幌平岸) 中村 真也①三津田 吏玖① (札幌平岡) 9517 43

38 柏民 湧太②齋藤 隆翔② (恵庭南) 村中 渉②嶋田 圭太郎② (立命館慶祥) 9663 79

39 鎌田 直樹②畠山 凌② (大麻) 北脇 和真①中村 悠汰① (北広島西) 9718 44

40 松田 裕也②安田 響② (札幌東) 漆沢 真綺②丸谷 翔太② (札幌厚別) 9890 98

41 東田 知也①吉岡 慎生① (北星大学附属) 森脇 太郎②米澤 健竜② (江別) 9919 45

42 田上 公太①宮崎 浩駿① (千歳) 小町 学豊②阿部 航也① (北海学園札幌) 10064 80

43 寺倉 大輝②志田 貴一② (北広島西) D 112 結田 瑛介①吉田 稜① (札幌第一) 101
B

44 白石 卓也②入口 竜士② (恵庭北) 110 木戸 　渓人①佐野 友樹② (北広島) 10220 46

45 板谷 海斗②佐藤 壮琉① (野幌) 井下 空馬②日谷 春喜② (札幌月寒) 10365 81

46 髙木 康平②原田 悠杜② (札幌月寒) 田中 柊也②田村 京太郎② (札幌平岸) 10421 47

47 二本柳 直樹②橋本 瑠可② (札幌東陵) 杉本 彪流①關口 滉① (恵庭北) 10591 99

48 熊谷 眞吾②阪上　 脩斗① (北広島) 其田 晃季②天野 航征② (札幌日大) 10622 48

49 藤原 大樹①湯浅 龍馬① (北海学園札幌) 對馬 章太②山口 星② (千歳北陽) 10766 82

50 細谷 育夢①西脇 健斗① (江別) 新井 淳也②髙島 宇宙② (北星大学附属) 10823 49

51 熊川 智大①花巻 慧人① (札幌白石) 寳利 尚②宮崎 響② (札幌清田) 109104 108

52 増田 裕希②工藤 拓也② (札幌平岡) 谷村 空②越川 晴斗① (札幌真栄) 11024 50

53 堀井 隆太②丹羽 陽人② (北海道科学大) 新谷 廉②高木 勇輝① (野幌) 11167 83

54 金澤 天斗②内山 永季① (札幌白陵) 津崎 純平②岸本 風牙② (当別) 11225 51

55 近藤 亮太②寺澤 那乃② (札幌真栄) 伊藤 大生②宮口 晋太朗② (千歳) 11392 100

56 川辺 圭太②和泉 雄大② (札幌丘珠) 古谷 裕太②桑山 太陽② (北海道科学大) 11426 52

57 松本 和馬②坂下 立駆斗② (札幌東豊) 園田 聖悟①瀨川 紫鷹① (札幌東陵) 11568 84

58 桜本 倖辰②山崎 汰一② (札幌第一) 平瀬 太一②永井 颯人② (北海) 116



平成29年度北海道選手権大会  東ブロック　1.2年GD  ６月2４日（土）北広島高校/6月2５日（日)学園札幌高校/7月/８日(土)　厚別区体育館   
2回戦　試合番号77番まで15ポイント3セットマッチ

1 館 彩香②村田 梨於② (とわの森三愛) 中垣内 里佳①佐藤 凜佳① (とわの森三愛) 5646 62

2 栗原 ひなた①木山 恵里① (札幌平岡高校) 昔農 レナ②橋本 優菜② (札幌東豊) 571 24

3 田代 彩菜②川合 すずか② (札幌清田) 清水 友紀菜②佐藤 杏友菜② (札幌丘珠) 5878 86

4 畠山　 小雪①中牟田　 リラ① (北広島) 小宮山 舞織②銘苅 ひろ① (札幌東) 592 25

5 間宮 榛南②工藤 音々② (当別) 鈴木 七聖②今野 ひとみ① (札幌平岸) 6047 63

6 原　 美帆②高野 雪那② (江別) 高西 李湖①今井 千晴① (北海学園札幌) 613 26

7 佐々木 優樺②和田 悠花② (札幌第一) 94 98 宮谷 美夢②渡部 梨華② (札幌厚別) 62

8 鈴木 佑果②亀田 侑茉② (札幌丘珠) 上平 晶①大友 絢由① (札幌第一) 6348 64

9 安達 梨菜②小川 幸子② (札幌平岸) 坂本 実穂②今泉 優希② (北広島) 644 27

10 大原 麻夏海①北濱 希① (北海) 飯間 結②黒河 礼美② (札幌啓成) 6579 87

11 谷村 瑠衣②諸橋 柚衣② (札幌白石) 海老名 凜①渡辺 步果① (恵庭北) 665 28

12 岡村 華音①朝日 杏奈① (北海学園札幌) 大槻 琴未②三上 奈々① (札幌清田) 6749 65

13 山口 茉優①漆沢 菜々花① (北広島西) 前田 梨沙②吉田 しおん① (立命館慶祥) 68102 A C 104

14 松井　　 悠華②廣中 ひかり② (恵庭北) 河合 美咲①御舩 雪絵① (江別) 6950 66

15 福士 愛心②神 遥菜② (札幌厚別) 秋保 美空①角田 遥① (札幌東陵) 706 29

16 川村 奈々葉②上原子 ちひろ② (札幌東商業) 高屋敷 遥②小寺山 華麗② (野幌) 7180 88

17 松本 真依②奥田 菜摘② (札幌月寒) 濱谷 理菜①小島 奈々① (北海) 727 30

18 山野 千尋①堺 栞① (立命館慶祥) 秋田 磨南①三田 愛花① (当別) 7351 67

19 源 友梨②中島 綾子② (千歳) 福山 理得②佐々木 海音① (千歳) 748 31

20 米山 水葵②渡辺 千草① (北星大学附属) 石津 輝里②柄澤 しずく② (札幌月寒) 7595 99

21 坂本 理宇②玉熊 仁芽里② (野幌) 林 沙弥果②市原 光桜② (札幌日大) 769 32

22 名和 涼②山﨑 彩香① (札幌啓成) 小野寺 唯①小田 弓華① (札幌白石) 7752 68

23 相馬 佑梨②秋田 香苗① (札幌東豊) 小笠原 里音②佐野 茉実① (大麻) 7810 33

24 田原 史織①鎌田 柚衣① (大麻) 本田 唯①高田 優奈① (北広島西) 7981 89

25 川上 留奈①吉川 桃子① (札幌東陵) 大和 梨子①本間 奈結花① (札幌真栄) 8011 34

26 杉間 さくら②野尻 朱乃② (札幌日大) 小西 涼風①北澤 杏華① (北星大学附属) 8153 69

27 玉村 香乃②植松 このみ② (札幌東) 丸矢 知里②伊藤 里奈② (札幌東商業) 82

28 鷹野 里奈②大西　 七星② (北海) 飛山 紗輝②中村 柚香② (大麻) 8354 70

29 平野 瑞稀②樋口 祐香② (札幌月寒) 南須原 杏律②谷口 真依子② (立命館慶祥) 8412 35

30 及川 ふうか②横山 美和② (札幌丘珠) 佐々木 彩乃②中村 美咲② (当別) 8582 90

31 岡田 明日圭②宗片 風夏② (千歳) 金子 由奈①村瀬 桃香① (北海学園札幌) 8613 36

32 笹田 桃香①村田 洋① (北広島西) 角田 明杏②木葉 はるな② (札幌東) 8755 71

33 渋谷 有香②徳橋 みのり② (北海道科学大) 小野 愛由美②髙橋 茉那② (札幌東陵) 8814 37

34 山内 星奈②藤岡 夢未① (札幌東陵) 氏家 菜摘②山形 未羽② (札幌平岸) 8996 100

35 渡邉 結花②船越 なつみ② (札幌清田) 一法師 華那②前澤 璃子② (札幌平岡高校) 9015 38

36 岩野 咲希②和田 愛花② (野幌) 小林 日夏②菊地 桜季② (札幌月寒) 9156 72

37 五十嵐 楓②山角 春香① (札幌東) 杉岡 沙紀②加納 歩夢② (札幌東商業) 9216 39

38 佐藤 凜①酒井 真菜① (札幌東豊) 大橋 唯②新藤 遥② (札幌丘珠) 9383 91

39 清水 萌絵②安久津 莉亜② (立命館慶祥) 岩本 真侑①石川 瑞希① (札幌東豊) 9417 40

40 水野　 宥①阿部　 真弥① (北広島) 川村 萌香②得能 美侑① (札幌啓成) 9557 73

41 坂本 夏実②阿部 日向子② (北海学園札幌) 渡邊 静宮②山下 有沙② (北広島) 96103 B D 105

42 水上 春菜②一ノ瀬 優花② (札幌啓成) 小山内 桃花②村井 歩花② (札幌白石) 9758 74

43 古川 紗英②宮本 幸奈② (札幌平岡高校) 柴田 風花②濵 妃奈乃② (北広島西) 9818 41

44 中村 華梨②清水 明日香② (札幌真栄) 加藤 花音②髙橋 奏実② (北星大学附属) 9984 92

45 眞鍋 向日葵①森田 羽美① (江別) 野島 佳奈②松本 萌衣① (北海) 10019 42

46 加藤 優香②白岩 穂菜美② (大麻) 小間 咲耶可①村上 里那① (札幌第一) 10159 75

47 佐々木 菜摘②田中 汐音② (北星大学附属) 山田 紗矢香②齊藤 友音② (札幌清田) 10220

48 鈴木 みほ②本間 亜汐① (札幌厚別) 101 安藤 瑞穂②平林 真依② (恵庭南) 10397 43

49 末武 桜来②工藤 古都① (札幌東商業) 熊木 希②盛永 優月② (札幌厚別) 10421 76

50 石丸 有羽②酒井 栞那② (札幌第一) 今野 瑠那①土屋 穂乃花① (札幌平岡高校) 10560 44

51 坂本 彩名①伊藤 瑠菜① (札幌日大) 福本 莉奈②樋口 沙結莉② (札幌日大) 10622 93

52 永田 瑞歩②山崎 愛永② (当別) 野口 楓①西川 翔香① (野幌) 10785 45

53 小野 蘭②村田 舞② (札幌平岸) 黒瀨 友梨奈②広瀨 瑞歩② (江別) 10823 77

54 只木 李奈①脇屋 歩茄① (札幌白石) 開発 莉子②柴田 実穂① (とわの森三愛) 10961

55 盛 未有①大谷 捺実① (とわの森三愛)



平成29年度北海道選手権大会  西ブロック　1.2年BD  ６月24日（土）札幌あすかぜ高校/6月25日（日) 札幌稲雲高校/７月8日(土)　厚別区体育館  
2回戦　試合番号64番まで15ポイント3セットマッチ

1 渡邊 昂進①斎藤　 椋① (札幌龍谷) 岸本　 凌②山根　 滉太郎② (札幌西) 4933 49

2 竹田 智貴②風間 哉太② (札幌光星) 合田 龍斗②脇本 晴都② (札幌琴似工業) 501 17

3 土谷 亮太②宮本 浩① (札幌南陵) 金谷 省伍②深田 裕斗② (札幌英藍) 5165 73

4 道尻　 竣②千葉　 洋平② (札幌西) 長尾 文秀②下川 哲平② (札幌創成) 522 18

5 柳沢 一茶②船水 遼① (札幌藻岩) 谷口 聖太①澤田 新太郎① (東海大札幌) 5334 50

6 三浦 健太郎②羽田野 歩② (札幌国際情報) 内野 颯汰②臺藏 弘隼② (札幌新川) 5481 85

7 堀内 涼羽②小林 息吹② (札幌創成) 久保内 海②林 丈流② (札幌山の手) 5535 51

8 桑山 颯②中野 玲央② (札幌琴似工業) 河原 龍①滝本 義崇① (札幌稲雲) 563 19

9 鹿野 功太郎②宮﨑 一聡① (札幌南) 秋田 純兵②加藤 悠也② (札幌藻岩) 5766 74

10 大槻 晟也②福永 拓夢① (札幌あすかぜ) 本田 航平②水元 湧基① (札幌西陵) 584 20

11 大矢 悠斗②坂元 貴明② (石狩翔陽) 新山 稀璃亜①伊勢谷 泰生① (札幌龍谷) 5936 A 52

12 尾形 篤哉①衣袋 雄哉① (札幌新川) 小野 航征②大橋 醇也② (石狩南) 6089 C 91

13 萩生田 俊輔②澁谷　 知生① (札幌北陵) 山本 一稀②箕輪 憲人② (札幌開成中等教育) 6137 53

14 上野 海輝②新村 昇吾② (札幌旭丘) 内藤 和志①池田 康太① (札幌旭丘) 625 21

15 布川 亮介②千葉 公太郎① (札幌北) 佐々木 珠利①山口 凱羅① (札幌あすかぜ) 6367 75

16 大沼 青空②島貫 樹② (札幌北斗) 新山 聡宏①柳澤 颯斗① (札幌工業) 646 22

17 青野 翔大①木口屋 虹樹① (札幌稲雲) 角井 亮太①齋藤 弥紘② (札幌手稲) 6538 54

18 歳桃 裕也②掛村 直哉② (札幌工業) 山本 鷹生②岩渕 晴紀② (札幌光星) 6682 86

19 山田 光太郎②本山 将大② (東海大札幌) 吉田 蓮②池端 剛① (石狩翔陽) 6739 55

20 宇野 航平①菊地 陸斗① (札幌西陵) 飯塚 一輝②上田 晃太郞① (札幌国際情報) 687 23

21 齋藤   隆ノ輔①神 悠人① (札幌英藍) 納 真之介②平山 兼光② (札幌北陵) 6968 76

22 中峰 隆靖②坂下 来偉② (石狩南) 吉村 規一①渡邊 大斗① (札幌北) 708 24

23 松崎 文耶②土師 虎琉① (札幌開成中等教育) 川上 陽平②吉岡 統理② (札幌南) 7140 56

24 片倉 陽斗②加藤 良憲① (札幌手稲) 熊谷 龍輝①馬場 康綺① (札幌北斗) 72

25 山口 侑也②須藤 康敬② (札幌英藍) 若本 隆貴②林 颯太② (札幌稲雲) 7341 57

26 田仲 優介①岡崎 亮介① (札幌国際情報) 能登 大貴②永田 雄土② (札幌工業) 749 25

27 佐藤 雄大②岩崎 優太② (札幌藻岩) 秋葉 大樹②鵜川 龍生② (札幌新川) 7569 77

28 小林 奏太②松山 郁也② (札幌新川) 森 航平②前田 時雨② (札幌南陵) 7610 26

29 伊藤 伸悟②鹿島 大誠② (札幌旭丘) 佐藤 瑞貴①品田 一顕① (札幌北斗) 7742 58

30 髙橋　 優利②松村　 卓弥② (札幌西) 宮坂 和宏②清水 大希② (札幌西陵) 7883 87

31 竹田 颯汰①上村 脩弥① (札幌北斗) 小島 葵音①小田 大和① (札幌英藍) 7943 59

32 岡 龍馬①久保田 匠① (札幌大谷) 福井 誠弘①川﨑 裕司① (札幌光星) 8011 27

33 佐藤 惇貴②武藤 颯太① (札幌手稲) 上林 恭輔②佐藤 輝一② (札幌琴似工業) 8170 78

34 坂井 翔哉②仲井 勇人② (石狩南) 藤井 昭豪②木村 圭斗② (石狩南) 8212 28

35 井田 友樹②川本 涼介① (札幌稲雲) 宝福 悠太②冨澤 真碧② (札幌創成) 8344  60

36 原 拓也②芳賀 優太② (札幌琴似工業) 岩見田 光多②樫村 拓真① (札幌藻岩) 8490 D 92

37 樫崎 太希②千野 太輔② (札幌北) 藪 悠生①伊藤 俊介① (札幌あすかぜ) 8545 61

38 本間 悠太朗①丸山 智広① (札幌工業) 大畑 優輝①富澤 隆将① (札幌手稲) 8613 29

39 小林 来偉②千葉 卓哉② (札幌開成中等教育) 田村 陸斗②江良 武蔵① (札幌北) 8771 79

40 松木 駿②篠森 圭介② (札幌光星) 園田 暖稀①所 優樹① (札幌南) 8814 30

41 板谷 悠平①置田 雅樹① (札幌龍谷) 山本　 涼太②大澤　 秀征② (札幌西) 8946 62

42 小木曽 紘太①益田 享佑① (札幌南陵) 毛利 銀蔵②平野 楓河② (札幌国際情報) 9084 88

43 桑原 悠人②水柿 孝弥② (札幌南) 加藤 豪琉①星 毅仁① (札幌旭丘) 9147 63

44 戸田　 然士① 森　 響希① (札幌北陵) 上野 智史②小澤 勇介② (札幌開成中等教育) 9215 31

45 町田 侑弥②行田 陽平② (石狩翔陽) 松原 涼介②齋藤 栄② (石狩翔陽) 9372 80

46 中嶋 優斗①森田 真那斗① (札幌あすかぜ) 野上 享祐②星野 廉② (札幌北陵) 9416 32

47 作田 飛馬①和泉 賢史② (札幌創成) 中村 啓輔②岸本 俊之介② (東海大札幌) 9548 64

48 西田 翔②三浦 玲央② (札幌西陵) 澤田　 伊吹②本間　 風太② (札幌龍谷) 96



平成29年度北海道選手権大会  西ブロック　1.2年GD  ６月24日（土）札幌西高校/6月25日（日) 西陵高校/７月8日(土)　厚別区体育館  
2回戦　試合番号71番まで15ポイント3セットマッチ

1 永井 梓帆②栁原 のぞみ② (札幌龍谷) 加賀 陽香莉②日笠 美空① (札幌静修) 5240 56

2 瀧川 美羽②柴山 璃音② (札幌北陵) 西川 真白①大野 有望① (札幌新川) 531 20

3 鈴木 三恩②近藤 杏② (札幌光星) 内野 侑海①佐々木 彩花① (札幌あすかぜ) 5472 80

4 若菜 瑞己②齋藤 舞② (札幌開成中等教育) 佐藤　 実紅①田浦　 優菜① (札幌藻岩) 552 21

5 加藤 心②中谷 美月② (藤女子) 宮川 綾菜②三谷 茉矢② (札幌旭丘) 5641 57

6 信田 澪奈①三木 紬史① (札幌啓北商業) 畑中 柚歩①安田 千幸① (札幌西陵) 573 22

7 横内 美結②葛岡 美和① (札幌北) 88 92 山口 優希②星 梨緒① (札幌南陵) 58

8 慶長 未紗②丸岡 侑称② (札幌山の手) 村田 あさひ②本田 もも② (札幌南) 5942 58

9 相澤 友希②田中 英里奈② (石狩翔陽) 長谷川   実季②岡本 悠花① (札幌英藍) 604 23

10 小清水 椎菜①高橋 渚① (札幌静修) 服部 綾佳②田中 真杏① (札幌山の手) 6173 81

11 三戸部　 愛①佐藤　 凜① (札幌藻岩) 池田 古都①大谷 あこ① (北星学園女子) 625 24

12 住吉 優衣②敦賀 桜② (札幌国際情報) 藤野 葉月②石原 友希奈② (札幌光星) 6343 59

13 平田 莉穂②岡本 梨奈② (札幌旭丘) 96 A 山中 天乃②橘 結菜② (札幌啓北商業) 64
C 98

14 毛利 美月②渡邉 まどか① (北星学園女子) 砂原 真由霞②岡田 茉夕① (札幌龍谷) 6544 60

15 水江　 陽菜②宮本　 美月② (札幌西) 菊池 亜沙美②田守 梨々花② (石狩翔陽) 666 25

16 西川　友唯②成田 美咲② (札幌新川) 土居 真璃奈②坂井 理紗② (札幌大谷) 6774 82

17 神代 美玖②寺尾 春佳① (札幌手稲) 小林 巴香②佐々木 夏妃② (札幌国際情報) 687 26

18 田尻 あおば②佐々木 麻依② (東海大札幌) 中村 夏海②野村 紗哉子② (札幌稲雲) 6945 61

19 佐々木 亜優②山口 琳夢② (札幌西陵) 梅田 紗希②児玉 美咲② (札幌北) 7089

20 遠谷 佑奈①早川 侑貴① (札幌北斗) 93 齋藤　美輝②水柿 乃々花① (東海大札幌) 7146 27

21 藤巻 未愛①大箭 朱音① (札幌南) 佐々木 紗音②星 楓羽歌② (石狩南) 728 62

22 照井 美月②西村 日那② (札幌あすかぜ) 相田 留奈①佐藤 美遥① (札幌北陵) 7375 28

23 富田 星来②栗城 朱里② (石狩南) 塚脇 綾菜②尾張 遥香① (藤女子) 749 83

24 真木 晴名②江口 凜花② (札幌稲雲) 遠藤 理子①田中 圭南① (札幌西) 7547 29

25 佐藤  桃花②中江 ひより② (札幌英藍) 山田 真那子①安彦 沙弥南① (札幌手稲) 7663

26 井上 真名②杉原 美羽② (札幌国際情報) 漆 好花②髙橋 瑠花② (札幌北斗) 7748

27 岩倉 綾音②三浦 千乃① (石狩翔陽) 齋藤 三奈②横山 瑠乃② (札幌国際情報) 7810 64

28 阿部 詩織①鈴木 悠那① (札幌啓北商業) 櫛谷 綾花①廣瀬 梨沙① (札幌西陵) 7976 30

29 町田 真麻②酒井 桃花② (札幌光星) 中垣内 美奈②栗栖 奈奈② (札幌光星) 8011 84

30 上野 笑瑠②高橋 伽菜② (札幌南) 山田　 朝香②髙橋　 琳② (札幌藻岩) 8149 31

31 瀧 侑里②千葉 舞香② (札幌北斗) 成田 梨音②白井 夏季② (札幌啓北商業) 8212 65

32 佐々木 彩瑚①斉藤 美央菜① (札幌南陵) 90 木村 渚②木村 朱里① (東海大札幌) 8332

33 尾形 汐音②豊田 麻希② (石狩南) 94 遠藤 由唯①藤山 佳蓮① (札幌北斗) 8450

34 木村 彩乃①下口谷 靜香① (東海大札幌) 栁瀨 未来②木村 雅② (札幌大谷) 8513 66

35 石川 理子①中村 美和① (札幌西陵) 齊藤 美月②小林 祐花① (札幌北) 8677 33

36 足立 梨紗②川村 美優② (藤女子) 草開 未来②荒木 美里① (石狩南) 8714 85

37 谷山 潮音②渡邊 幸音② (札幌藻岩) 坂本　 茉凜②富谷 日南子① (札幌西) 8851 34

38 中島 爽仁亜②野見山 紗帆① (札幌静修) 藤本 ありさ②石崎 杏奈② (札幌南) 8997 B 67

39 小山 璃梨香②大西 沙也加② (札幌北陵) 廣坂 真子②石原 実夕① (札幌龍谷) 9052 D 99

40 石川 沙映②山本 愛佳① (札幌旭丘) 長内 舞衣②瀨川 莉央② (札幌手稲) 9115 68

41 八巻 那桜①横川 愛② (札幌あすかぜ) 僧都 亜衣子②髙橋 宥梨菜① (石狩翔陽) 9278 35

42 市橋  詩苑②小林   星稀② (札幌英藍) 下田 帆乃佳②三浦 里南② (札幌北陵) 9316 86

43 三原 琉奈②稲荷 妃奈子② (北星学園女子) 荻原 姫奈②齊藤 綾香① (札幌開成中等教育) 9453 36

44 山﨑 彩月②大村 愛佳② (札幌稲雲) 澤田 舞奈②唐崎 純菜② (北星学園女子) 9569

45 田村　舞②山田 莉音② (札幌新川) 91 千田 久実花②髙田 南々葉② (札幌新川) 9617

46 山田 里咲②松坂 有以子② (札幌手稲) 95 吉田 薫②新屋 唯② (札幌あすかぜ) 9754 37

47 小林 華奈②松屋 陽菜② (札幌大谷) 嶋谷   莉歩②宮本   佑紀奈② (札幌英藍) 9818 70

48 加藤　 望実②村上　 詩織② (札幌西) 渡邊 紗夏②塩本 瑞季② (札幌稲雲) 9979 38

49 有田 茉由②八巻 伶① (札幌開成中等教育) 荒 音嶺②野沢 里奈② (札幌南陵) 10019 87

50 石﨑 里奈①村田 天音① (札幌北) 奥山 美桜①久滝 穂果① (藤女子) 10155 39

51 高橋 亜夕①武田 花音① (札幌龍谷) 内山 智尋①岩﨑　玲奈① (札幌旭丘) 10271

北村 穂乃花②本村 愛梨② (札幌静修) 103



平成29年度北海道選手権大会  東ブロック　1.2年BS  ６月2４日（土）北広島西高校/6月2５日（日)札幌第一高校/7月/８日(土)　厚別区体育館   
2回戦　試合番号115番まで15ポイント3セットマッチ

1 近藤 慧② (札幌第一) 平瀬 太一② (北海) 9052 84
2 齋藤 大将① (札幌新陽) 坂田 拓海① (札幌東陵) 911 26
3 東 幹大① (立命館慶祥) 116 132 平 幸志郎① (札幌東豊) 92

4 野崎 稜太② (札幌東豊) 森田 樹② (札幌丘珠) 9353 85
5 河合 弦太① (札幌啓成) 安井 渉真② (札幌白石) 94148 156
6 關口 滉① (恵庭北) 西尾 直人① (札幌新陽) 9554 86
7 鳴海 綾太② (札幌丘珠) 原田 悠杜② (札幌月寒) 962 27
8 吉田 柊南① (北海学園札幌) 若林 嵩也① (札幌日大) 97117 133
9 山田 涼介② (当別) 伊藤 皓泰② (札幌厚別) 983 28
10 佐藤 栄作① (札幌東) 野原 大矢① (北星大学附属) 9955 87
11 池田 佑雅① (札幌真栄) 宮崎 響② (札幌清田) 100164 168
12 石井 悠輝② (札幌月寒) 入口 竜士② (恵庭北) 10156 88
13 二本柳 直樹② (札幌東陵) 吉田 武紘② (札幌啓成) 1024 29
14 田村 京太郎② (札幌平岸) 亀山 祥大① (札幌東) 103118 134
15 大西 昇吾② (札幌厚別) 石村 拓己② (札幌平岸) 1045 30
16 竹江 一朗② (札幌日大) 齋藤 隆翔② (恵庭南) 10557 89
17 北脇 和真① (北広島西) 熊谷 眞吾② (北広島) 106149 157
18 白川 飛鳥② (札幌白石) 伊藤 知浩① (北広島西) 10758 90
19 宮﨑　 恵春① (野幌) 近藤 亮太② (札幌真栄) 1086 31
20 髙田 大樹② (北海道科学大) 下藤 雅也② (北海学園札幌) 109119 135
21 富樫 優① (札幌平岡) 伊賀 海翔① (札幌平岡) 1107 32
22 川口 泰知① (札幌白陵) 近藤 陸② (当別) 11159 91
23 白石 卓也② (恵庭北) 172 174 粟飯原 翔② (千歳) 112

A
24 永井 颯人② (北海) C 菊地 諒一② (札幌東) 11360 92
25 山本 久貴① (札幌新陽) 金澤 憲樹② (札幌東豊) 1148 33
26 寺澤 那乃② (札幌真栄) 120 136 佐藤 公紀② (札幌平岡) 115

27 阪上　 脩斗① (北広島) 村中 渉② (立命館慶祥) 11661 93
28 最知 俊介② (札幌啓成) 上原 達也② (江別) 117150 158
29 遠藤 駿仁① (千歳) 野上 拓哉② (北海) 11862 94
30 津田 力② (北星大学附属) 荻久保 凛① (札幌平岸) 1199 34
31 市原 侑星② (北広島西) 金澤 研斗② (北海道科学大) 120121 137
32 畠山 凌② (大麻) 佐々木 新① (千歳) 12110 35
33 大野 楓② (当別) 髙畑 凱吏② (札幌東陵) 12263 95
34 寳利 尚② (札幌清田) 田川 滉樹① (札幌月寒) 123165 169
35 藤原 大樹① (北海学園札幌) 新井 淳也② (北星大学附属) 12464 96
36 佐藤 優太郎② (札幌丘珠) 本間 達也② (札幌清田) 12511 36
37 嶋田 圭太郎② (立命館慶祥) 中山 理耀② (恵庭北) 126122 138
38 日谷 公法① (札幌東陵) 浅沼 祐輝① (札幌白陵) 12712 37
39 中村 正太郎② (江別) 伊清 瑞樹② (野幌) 12865 97
40 松田 裕也② (札幌東) 佐野 友樹② (北広島) 129151 159
41 鳥山 航② (札幌清田) 本橋 涼① (大麻) 13066 98
42 伊藤 正人② (恵庭南) 對馬 章太② (千歳北陽) 131

43 阿部 祥大① (千歳北陽) 123 139 石塚 大希② (当別) 13213 38
44 熊川 智大① (札幌白石) 朝倉 巧太② (札幌丘珠) 13367 99
45 堺 涼② (野幌) 桜本 倖辰② (札幌第一) 134

46 柴谷 康介① (札幌第一) 大井 済聡② (北海) 13568 100
47 伊嶋 柚稀② (札幌清田) 橋本 義美① (大麻) 13614 39
48 照沼 強真① (北星大学附属) 124 140 常見 周平② (札幌日大) 137

49 髙橋 蓮② (当別) 橋本 瑠可② (札幌東陵) 13869 101
50 越川 晴斗① (札幌真栄) 中村 真也① (札幌平岡) 139152 160
51 土山 俊輝② (恵庭北) 菅原 靖② (札幌月寒) 14070 102
52 古谷 裕太② (北海道科学大) 宮田 和季① (札幌平岸) 14115 40
53 久保 沙佑② (札幌東豊) 佐々木 龍騎① (当別) 142125 141
54 中村 圭汰② (札幌白石) 西脇 健斗① (江別) 14316 41
55 其田 晃季② (札幌日大) 廣島 孝太② (札幌白石) 14471 103
56 齊藤 就摩② (札幌東) 島 俊輔② (北広島) 145166 170
57 惣伊田 翼② (江別) 小林 東矢② (野幌) 14672 104
58 山本 洸大② (札幌啓成) 福田 一貴② (札幌日大) 14717 42
59 金澤 天斗② (札幌白陵) 中山 遥斗① (札幌啓成) 148126 142
60 中澤 舜貴① (大麻) 永井 光② (立命館慶祥) 14918 43
61 上田 拓斗② (札幌東陵) 菅原 俊輔② (北海道科学大) 15073 105
62 中村 敏人② (北海) 内間 唯斗② (北広島西) 151153 161
63 松本 郁哉② (北広島) 宮口 晋太朗② (千歳) 15274 106
64 若山 航太② (北海学園札幌) 上杉 洸太朗② (札幌真栄) 153

65 増田 裕希② (札幌平岡) 127 143 石田 裕太郎② (恵庭南) 15419 44
66 柏民 湧太② (恵庭南) 辻脇 吏貢① (札幌新陽) 15575 107
67 平元 康生② (札幌月寒) 結田 瑛介① (札幌第一) 156173 B D
68 木戸 　渓人① (北広島) 175 鈴木 雄大② (北海学園札幌) 15776 108
69 高橋 康平② (立命館慶祥) 渋谷 京平① (北星大学附属) 15820 45
70 三津田 吏玖① (札幌平岡) 128 三上 大和② (札幌丘珠) 159144
71 髙島 宇宙② (北星大学附属) 中村 悠汰① (北広島西) 16077 46
72 山崎 汰一② (札幌第一) 佐藤 創久① (札幌白陵) 161154 109
73 社本 航② (大麻) 鎌田 直樹② (大麻) 16278 162
74 村上 光星① (千歳北陽) 上野 温希② (江別) 16321 110
75 細谷 育夢① (江別) 高木 勇輝① (野幌) 164129 47
76 新谷 廉② (野幌) 佐々木 竜弥① (札幌東豊) 16522 145
77 鈴木 暖人② (札幌丘珠) 松井 健吾② (札幌清田) 16679 48
78 伊藤 大生② (千歳) 三國 遥大② (立命館慶祥) 167167 111
79 藤田 景也② (札幌平岸) 杉本 彪流① (恵庭北) 16880 171
80 對島 蓮① (札幌東豊) 漆沢 真綺② (札幌厚別) 16923 112
81 吉田 前② (北広島西) 丹羽 陽人② (北海道科学大) 170130 49
82 山倉 亮輔① (札幌新陽) 安田 響② (札幌東) 17124 146
83 井下 空馬② (札幌月寒) 宮崎 浩駿① (千歳) 17281 50
84 原 遼汰朗① (札幌白陵) 滝本 祐己② (札幌白石) 173155 113
85 丸谷 翔太② (札幌厚別) 湯浅 龍馬① (北海学園札幌) 17482 163
86 渡部 優① (札幌日大) 田中 柊也② (札幌平岸) 175114
87 伊藤 海飛② (恵庭南) 131 大山 恭平① (札幌真栄) 17625
88 蒲 明基② (北海道科学大) 147 鈴木 野留土② (札幌啓成) 17783 51
89 菅原 睦生② (北海) 内山 永季① (札幌白陵) 178115

岡嶋 慧② (札幌第一) 179



平成29年度北海道選手権大会  東ブロック　1.2年GS  ６月2４日（土）北広島高校/6月2５日（日)学園札幌高校/7月/８日(土)　厚別区体育館  
2回戦　試合番号110番まで15ポイント3セットマッチ

1 村田 梨於② (とわの森三愛) 大宮 菜々花② (とわの森三愛) 8846 79
2 野尻 朱乃② (札幌日大) 吉川 桃子① (札幌東陵) 891 24
3 福士 愛心② (札幌厚別) 110 127 清川 怜華① (札幌月寒) 90

4 宗片 風夏② (千歳) 小間 咲耶可① (札幌第一) 9147 80
5 髙橋 奏実② (北星大学附属) 宮本 幸奈② (札幌平岡高校) 92142 151
6 安藤 瑞穂② (恵庭南) 遠藤 はるか① (千歳北陽) 9348 81
7 川村 萌香② (札幌啓成) 志賀 杏① (江別) 942 25
8 山上 深雪② (札幌月寒) 野島 佳奈② (北海) 95111 128
9 伊藤 里奈② (札幌東商業) 諸橋 柚衣② (札幌白石) 963 26
10 土屋 穂乃花① (札幌平岡高校) 源 友梨② (千歳) 9749 82
11 鈴木 佑果② (札幌丘珠) 158 福本 莉奈② (札幌日大) 98163
12 谷村 瑠衣② (札幌白石) 渡邉 結花② (札幌清田) 9950 83
13 鈴木 七聖② (札幌平岸) 角田 明杏② (札幌東) 1004 27
14 山田 紗矢香② (札幌清田) 112 渡辺 步果① (恵庭北) 101129
15 工藤 早織② (札幌東) 漆沢 菜々花① (北広島西) 10251 28
16 清水 萌絵② (立命館慶祥) 及川 ふうか② (札幌丘珠) 103143 84
17 本間 奈結花① (札幌真栄) 佐藤 凜① (札幌東豊) 10452 152
18 岡村 華音① (北海学園札幌) 阿部 日向子② (北海学園札幌) 10585
19 角田 遥① (札幌東陵) 113 本間 亜汐① (札幌厚別) 1065
20 和田 愛花② (野幌) 130 黒河 礼美② (札幌啓成) 10753 29
21 米澤 楓② (江別) 大和 梨子① (札幌真栄) 108167 A C 86
22 上原子 ちひろ② (札幌東商業) 畠山　 小雪① (北広島) 10954 169
23 和田 悠花② (札幌第一) 鷹野 里奈② (北海) 1106 87
24 成澤 有羽① (札幌白石) 114 藤岡 夢未① (札幌東陵) 11130
25 飯間 結② (札幌啓成) 131 福山 理得② (千歳) 11255
26 北谷 梨奈① (北海道科学大) 安久津 莉亜② (立命館慶祥) 113144 88
27 柴田 風花② (北広島西) 前澤 璃子② (札幌平岡高校) 11456 153
28 田中 汐音② (北星大学附属) 加藤 花音② (北星大学附属) 1157 89
29 濱谷 理菜① (北海) 鎌田 柚衣① (大麻) 116115 31
30 安達 梨菜② (札幌平岸) 植松 このみ② (札幌東) 1178 132
31 中牟田　 リラ① (北広島) 後藤 果南子① (江別) 11857 32
32 鈴木 みほ② (札幌厚別) 笹尾 優衣① (札幌白石) 119159 90
33 間宮 榛南② (当別) 宮野 愛梨② (札幌月寒) 12058 164
34 柴田 月菜② (札幌清田) 坂本 理宇② (野幌) 1219 91
35 田原 史織① (大麻) 濵 妃奈乃② (北広島西) 122116 33
36 加藤 彩紗① (江別) 名和 涼② (札幌啓成) 12310 133
37 田村 奈々香② (札幌丘珠) 神 遥菜② (札幌厚別) 12459 34
38 中村 華梨② (札幌真栄) 今泉 優希② (北広島) 125145 92
39 林 沙弥果② (札幌日大) 永田 瑞歩② (当別) 12660 154
40 廣中 ひかり② (恵庭北) 小川 幸子② (札幌平岸) 12793
41 庄司 陽織② (立命館慶祥) 117 佐々木 優樺② (札幌第一) 12811
42 相馬 佑梨② (札幌東豊) 134 小沼 もも花① (札幌丘珠) 12961 35
43 玉村 香乃② (札幌東) 阿部 瑠璃夏② (恵庭南) 13094
44 佐藤 凜佳① (とわの森三愛) 川村 奈々葉② (札幌東商業) 13162
45 今村 早希② (北星大学附属) 山下 有沙② (北広島) 13212 95
46 村上 里那① (札幌第一) 118 今野 ひとみ① (札幌平岸) 13336
47 船越 なつみ② (札幌清田) 135 村瀬 桃香① (北海学園札幌) 13463
48 高屋敷 遥② (野幌) 川上 留奈① (札幌東陵) 135146 96
49 平林 真依② (恵庭南) 秋田 香苗① (札幌東豊) 13664 155
50 三田 愛花① (当別) 渋谷 有香② (北海道科学大) 13713 97
51 加藤 優香② (大麻) 白岩 穂菜美② (大麻) 138119 37
52 本田 唯① (北広島西) 今野 瑠那① (札幌平岡高校) 13914 136
53 岩本 真侑① (札幌東豊) 松井　　 悠華② (恵庭北) 14065 38
54 山内 星奈② (札幌東陵) 廣松 桜侑① (札幌月寒) 141160 98
55 坂本 夏実② (北海学園札幌) 上平 晶① (札幌第一) 14266 165
56 宮﨑 悠加① (江別) 鈴木 理子① (とわの森三愛) 14315 99
57 前田 梨沙② (立命館慶祥) 市原 光桜② (札幌日大) 144120 39
58 佐々木 海音① (千歳) 新藤 遥② (札幌丘珠) 14516 137
59 末武 桜来② (札幌東商業) 小山内 桃花② (札幌白石) 14667 40
60 一法師 華那② (札幌平岡高校) 山口 茉優① (北広島西) 147147 100
61 坂本 彩名① (札幌日大) 岩野 咲希② (野幌) 14868 156
62 渡邊 静宮② (北広島) 工藤 古都① (札幌東商業) 149101
63 山形 未羽② (札幌平岸) 121 山崎 愛永② (当別) 15017
64 渡部 梨華② (札幌厚別) 138 小島 奈々① (北海) 15169 B D 41
65 海老名 凜① (恵庭北) 一ノ瀬 優花② (札幌啓成) 152168 102
66 銘苅 ひろ① (札幌東) 岡田 明日圭② (千歳) 15370 170
67 工藤 音々② (当別) 中村 柚香② (大麻) 15418 103
68 金子 由奈① (北海学園札幌) 122 秋田 磨南① (当別) 15542
69 大西　 七星② (北海) 139 安藤 結① (恵庭北) 15671
70 神田 香菜② (札幌月寒) 木下 幸香① (北海学園札幌) 157148 104
71 中本 汐音② (千歳北陽) 秋保 美空① (札幌東陵) 15872 157
72 村井 歩花② (札幌白石) 宮谷 美夢② (札幌厚別) 15919 105
73 酒井 真菜① (札幌東豊) 佐藤 若菜① (江別) 160123
74 丸矢 知里② (札幌東商業) 140 中澤 百香② (札幌清田) 16120 43
75 横山 美和② (札幌丘珠) 佐々木 菜摘② (北星大学附属) 16273 106
76 水上 春菜② (札幌啓成) 吉田 しおん① (立命館慶祥) 163161
77 米山 水葵② (北星大学附属) 166 氏家 菜摘② (札幌平岸) 16474 107
78 大友 絢由① (札幌第一) 原田 佳奈② (札幌月寒) 16521 44
79 佐藤 華純① (札幌真栄) 小宮山 舞織② (札幌東) 166124 141
80 水野　 宥① (北広島) 石川 瑞希① (札幌東豊) 16722 45
81 大原 仁恵① (立命館慶祥) 松本 萌衣① (北海) 16875 108
82 徳橋 みのり② (北海道科学大) 杉間 さくら② (札幌日大) 169149 158
83 玉熊 仁芽里② (野幌) 清水 明日香② (札幌真栄) 17076 109
84 小笠原 里音② (大麻) 高田 優奈① (北広島西) 171

85 田中 優花② (札幌清田) 125 142 斉藤 汐音② (千歳) 17223 46
86 古川 紗英② (札幌平岡高校) 小寺山 華麗② (野幌) 17377 110
87 開発 莉子② (とわの森三愛) 岩崎 真怜② (とわの森三愛) 174
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2回戦　試合番号85番まで15ポイント3セットマッチ

1 渡邊 昂進① (札幌龍谷) 熊谷 龍輝① (札幌北斗) 7622 54
2 木村 圭斗② (石狩南) 三浦 健太郎② (札幌国際情報) 771 12
3 冨澤 真碧② (札幌創成) 86 102 梅田　 尚帆斗② (札幌西) 78

4 鹿島 大誠② (札幌旭丘) 小木曽 紘太① (札幌南陵) 7923 55
5 鳥居 汰良② (札幌琴似工業) 118 126 佐藤 惇貴② (札幌手稲) 80

6 岡 龍馬① (札幌大谷) 谷口 聖太① (東海大札幌) 8124 56
7 神 悠人① (札幌英藍) 若本 隆貴② (札幌稲雲) 8287 103
8 小林 来偉② (札幌開成中等教育) 宝福 悠太② (札幌創成) 8325 57
9 森 航平② (札幌南陵) 成田　　 幸市② (札幌北陵) 84134 138
10 山本 鷹生② (札幌光星) 桑原 悠人② (札幌南) 8526 58
11 田村 陸斗② (札幌北) 上林 恭輔② (札幌琴似工業) 862 13
12 藤原 優輝② (札幌あすかぜ) 88 104 木村 航大② (石狩翔陽) 87

13 本山 将大② (東海大札幌) 大槻 晟也② (札幌あすかぜ) 8827 59
14 大畑 優輝① (札幌手稲) 本間　 風太② (札幌龍谷) 89119 127
15 宇野 航平① (札幌西陵) 佐藤 雄大② (札幌藻岩) 9028 60
16 掛村 直哉② (札幌工業) 大橋 醇也② (石狩南) 91

17 滝本 義崇① (札幌稲雲) 89 105 内藤 和志① (札幌旭丘) 923 A 14
18 所 優樹① (札幌南) 能登 大貴② (札幌工業) 9329 C 61
19 平野 楓河② (札幌国際情報) 142 144 千野 太輔② (札幌北) 94

20 小野 航征② (石狩南) 山本 一稀② (札幌開成中等教育) 9530 62
21 大谷 颯② (札幌北陵) 正治 貴啓① (札幌北) 964 15
22 田村　 佳治② (札幌龍谷) 90 106 大沼 青空② (札幌北斗) 97

23 松原 涼介② (石狩翔陽) 小林 奏太② (札幌新川) 9831 63
24 柳沢 一茶② (札幌藻岩) 120 128 本間 大貴② (札幌光星) 99

25 山根　 滉太郎② (札幌西) 伊勢谷 泰生① (札幌龍谷) 10032 64
26 澤田 新太郎① (東海大札幌) 毛利 銀蔵② (札幌国際情報) 10191 107
27 樫崎 太希② (札幌北) 原 拓也② (札幌琴似工業) 10233 65
28 久保内 海② (札幌山の手) 加藤 良憲① (札幌手稲) 103135 139
29 堀内 涼羽② (札幌創成) 吉田 蓮② (石狩翔陽) 10434 66
30 福永 拓夢① (札幌あすかぜ) 宮坂 和宏② (札幌西陵) 10592 108
31 山口 拓也① (札幌新川) 星 毅仁① (札幌旭丘) 10635 67
32 竹田 颯汰① (札幌北斗) 小島 葵音① (札幌英藍) 107

33 水柿 孝弥② (札幌南) 121 129 歳桃 裕也② (札幌工業) 10836 68
34 清水 大希② (札幌西陵) 佐藤　 祥吾① (札幌北陵) 109

35 西村 大生② (札幌国際情報) 93 109 千葉 卓哉② (札幌開成中等教育) 1105 16
36 川﨑 裕司① (札幌光星) 川上 陽平② (札幌南) 11137 69
37 井田 友樹② (札幌稲雲) 岸本　 凌② (札幌西) 112

38 片倉 陽斗② (札幌手稲) 西田 翔② (札幌西陵) 11338 70
39 中山 幸貴② (札幌琴似工業) 臺藏 弘隼② (札幌新川) 1146 17
40 小原 崇生① (札幌工業) 94 110 土谷 亮太② (札幌南陵) 115

41 飯塚 一輝② (札幌国際情報) 佐藤 輝一② (札幌琴似工業) 11639 71
42 益田 享佑① (札幌南陵) 122 130 涌井 創一朗② (札幌南) 117

43 青野 翔大① (札幌稲雲) 髙橋　 優利② (札幌西) 11840 72
44 江良 武蔵① (札幌北) 平山 兼光② (札幌北陵) 11995 111
45 仲井 勇人② (石狩南) 坂井 翔哉② (石狩南) 12041 73
46 須藤 康敬② (札幌英藍) 工藤 琉雅① (札幌大谷) 121136 140
47 加藤 豪琉① (札幌旭丘) 山田 光太郎② (東海大札幌) 12242 74
48 岸本 俊之介② (東海大札幌) 岩渕 晴紀② (札幌光星) 1237 112
49 船水 遼① (札幌藻岩) 96 林 颯太② (札幌稲雲) 12475
50 馬場 康綺① (札幌北斗) 小林 息吹② (札幌創成) 12543
51 松木 駿② (札幌光星) 131 山田 琉碧① (札幌北斗) 126123 76
52 松村　 卓弥② (札幌西) 行田 陽平② (石狩翔陽) 12744
53 町田 侑弥② (石狩翔陽) 113 金谷 省伍② (札幌英藍) 12818
54 山本 黎真② (札幌北陵) 97 秋田 純兵② (札幌藻岩) 1298 77
55 上野 智史② (札幌開成中等教育) 藪 悠生① (札幌あすかぜ) 13045
56 内野 颯汰② (札幌新川) D 145 樫村 拓真① (札幌藻岩) 131143 B 78
57 芳賀 優太② (札幌琴似工業) 篠森 圭介② (札幌光星) 13246 19
58 鵜川 龍生② (札幌新川) 114 下川 哲平② (札幌創成) 1339
59 齋藤 弥紘② (札幌手稲) 98 小澤 勇介② (札幌開成中等教育) 13479
60 三浦 玲央② (札幌西陵) 伊藤 伸悟② (札幌旭丘) 13547 132
61 箕輪 憲人② (札幌開成中等教育) 角井 亮太① (札幌手稲) 136124 80
62 長尾 文秀② (札幌創成) 林 丈流② (札幌山の手) 13748
63 澤田　 伊吹② (札幌龍谷) 115 本田 航平② (札幌西陵) 13820
64 山本　 涼太② (札幌西) 99 藤井 昭豪② (石狩南) 13910 81
65 前田 時雨② (札幌南陵) 上村 哲司② (札幌南陵) 14049 141
66 今野 陸② (札幌工業) 千葉 公太郎① (札幌北) 141137 82
67 岩見田 光多② (札幌藻岩) 尾形 篤哉① (札幌新川) 14250 116
68 鹿野 功太郎② (札幌南) 新山 稀璃亜① (札幌龍谷) 143100 83
69 佐藤 瑞貴① (札幌北斗) 河原 龍① (札幌稲雲) 14451
70 齋藤   隆ノ輔① (札幌英藍) 133 羽田野 歩② (札幌国際情報) 14584
71 伊藤 俊介① (札幌あすかぜ) 125 柳澤 颯斗① (札幌工業) 14652
72 久保田 匠① (札幌大谷) 117 山口 凱羅① (札幌あすかぜ) 14721
73 池田 康太① (札幌旭丘) 101 伊藤 舜真② (東海大札幌) 14811 85
74 池端 剛① (石狩翔陽) 山口 侑也② (札幌英藍) 14953
75 萩生田 俊輔② (札幌北陵)
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1 加賀 陽香莉② (札幌静修) 井上 真名② (札幌国際情報) 8234 66
2 佐藤 里香① (札幌工業) 小林 祐花① (札幌北) 831 18
3 坂井 理紗② (札幌大谷) 98 114 鷲尾 知南① (札幌西) 84

4 若菜 瑞己② (札幌開成中等教育) 川村 美優② (藤女子) 8535 67
5 松坂 有以子② (札幌手稲) 小山 璃梨香② (札幌北陵) 86130 138
6 齋藤 美輝② (東海大札幌) 田村 舞② (札幌新川) 8736 68
7 田中 英里奈② (石狩翔陽) 田尻 あおば② (東海大札幌) 882
8 寺崎 萌子② (札幌光星) 115 富田 星来② (石狩南) 8999 19
9 大友 沙樹① (札幌北斗) 三木 紬史① (札幌啓北商業) 903 69
10 足立 梨紗② (藤女子) 八巻 那桜① (札幌あすかぜ) 9137 150
11 桑原 穂乃佳① (札幌稲雲) 146 岡本 梨奈② (札幌旭丘) 9270
12 杉原 美羽② (札幌国際情報) 石崎 杏奈② (札幌南) 9338 20
13 畑中 柚歩① (札幌西陵) 116 野見山 紗帆① (札幌静修) 944
14 横内 美結② (札幌北) 100 慶長 未紗② (札幌山の手) 9571
15 平田 莉穂② (札幌旭丘) 山口 優希② (札幌南陵) 9639 139
16 白井 夏季② (札幌啓北商業) 岩倉 綾音② (石狩翔陽) 97131 72
17 坂本　 茉凜② (札幌西) 佐々木 亜優② (札幌西陵) 9840
18 豊田 麻希② (石狩南) 117 齋藤 舞② (札幌開成中等教育) 9921
19 高橋 伽菜② (札幌南) 101 稲荷 妃奈子② (北星学園女子) 1005 73
20 荒 音嶺② (札幌南陵) 岩岡 佑奈① (札幌北斗) 10141 C 156
21 武田 花音① (札幌龍谷) 154 尾形 汐音② (石狩南) 102

A 74
22 児玉 美咲② (札幌北) 清水 彩加② (札幌英藍) 10342 22
23 佐々木 夏妃② (札幌国際情報) 118 三谷 茉矢② (札幌旭丘) 1046
24 加藤　 望実② (札幌西) 102 加藤 心② (藤女子) 10575
25 市橋  詩苑② (札幌英藍) 村田 あさひ② (札幌南) 10643 140
26 髙田 南々葉② (札幌新川) 石原 実夕① (札幌龍谷) 107132 76
27 渡邉 まどか① (北星学園女子) 村上　 詩織② (札幌西) 10844
28 渡邊 幸音② (札幌藻岩) 119 佐々木 彩瑚① (札幌南陵) 10923
29 栗城 朱里② (石狩南) 103 遠谷 佑奈① (札幌北斗) 1107 77
30 中山 桃歌② (札幌旭丘) 田口 玲七② (札幌光星) 11145 151
31 本田 もも② (札幌南) 橘 結菜② (札幌啓北商業) 112147 78
32 中村 美和① (札幌西陵) 廣瀬 梨沙① (札幌西陵) 11346 24
33 大嶋 菜央① (藤女子) 120 松屋 陽菜② (札幌大谷) 1148
34 小清水 椎菜① (札幌静修) 104 中村 夏海② (札幌稲雲) 11579
35 長谷川 月波② (札幌あすかぜ) 神代 美玖② (札幌手稲) 11647 141
36 下田 帆乃佳② (札幌北陵) 梅田 紗希② (札幌北) 117133 80
37 僧都 亜衣子② (石狩翔陽) 水柿 乃々花① (東海大札幌) 11848
38 丸岡 侑称② (札幌山の手) 121 大河内　 玲璃① (札幌藻岩) 11925
39 信田 澪奈① (札幌啓北商業) 105 菊池 亜沙美② (石狩翔陽) 1209 81
40 佐々木 麻依② (東海大札幌) 北村 穂乃花② (札幌静修) 12149
41 髙橋 瑠花② (札幌北斗) 毛利 美月② (北星学園女子) 12282
42 山中 天乃② (札幌啓北商業) 塩本 瑞季② (札幌稲雲) 12350 26
43 山田 里咲② (札幌手稲) 122 齋藤 愛華② (札幌あすかぜ) 12410
44 塚脇 綾菜② (藤女子) 106 石川 理子① (札幌西陵) 12583
45 山﨑 彩月② (札幌稲雲) 長谷川   実季② (札幌英藍) 12651 142
46 藤山 佳蓮① (札幌北斗) 上野 笑瑠② (札幌南) 127134 84
47 三浦 千乃① (石狩翔陽) 石川 沙映② (札幌旭丘) 12852
48 大西 沙也加② (札幌北陵) 123 小林 巴香② (札幌国際情報) 12927
49 野沢 友梨② (札幌新川) 107 村田 はな① (札幌光星) 13011 85
50 廣坂 真子② (札幌龍谷) 成田 梨音② (札幌啓北商業) 13153 152
51 荻原 姫奈② (札幌開成中等教育) 岡田 茉夕① (札幌龍谷) 132148 86
52 池田 古都① (北星学園女子) 平井 菜花① (札幌開成中等教育) 13354 28
53 服部 綾佳② (札幌山の手) 124 早坂　 理菜① (札幌藻岩) 13412
54 嶋谷   莉歩② (札幌英藍) 108 葛岡 美和① (札幌北) 13587
55 松澤　 侑希① (札幌藻岩) 相田 留奈① (札幌北陵) 13655 143
56 木村 雅② (札幌大谷) 千田 久実花② (札幌新川) 137135 88
57 吉田 薫② (札幌あすかぜ) 長内 舞衣② (札幌手稲) 13856
58 齊藤 美月② (札幌北) 125 田中 真杏① (札幌山の手) 13929
59 野沢 里奈② (札幌南陵) 109 木村 渚② (東海大札幌) 14013 89
60 備 萌乃佳① (札幌光星) 漆 好花② (札幌北斗) 14157 D 157
61 日笠 美空① (札幌静修) 本村 愛梨② (札幌静修) 142155 90
62 佐藤  桃花② (札幌英藍) 三原 琉奈② (北星学園女子) 14358 B 30
63 内野 侑海① (札幌あすかぜ) 126 斉藤 美央菜① (札幌南陵) 14414
64 宮川 綾菜② (札幌旭丘) 110 中江 ひより② (札幌英藍) 14591
65 塩崎 妃芽乃② (札幌新川) 森 陽② (札幌藻岩) 14659 144
66 草開 未来② (石狩南) 永野 梨乃② (札幌光星) 147136 92
67 安部　 佑華① (札幌藻岩) 中谷 美月② (藤女子) 14860
68 瀨川 莉央② (札幌手稲) 127 髙橋 宥梨菜① (石狩翔陽) 14931
69 上野 愛莉① (東海大札幌) 111 山田 真那子① (札幌手稲) 15015 93
70 佐藤 美遥① (札幌北陵) 齋藤 三奈② (札幌国際情報) 15161 153
71 星 梨緒① (札幌南陵) 栁瀨 未来② (札幌大谷) 152149 94
72 藤本 ありさ② (札幌南) 横山 ゆきほ① (文教大明清) 15362 32
73 岩渕 綺凜① (札幌大谷) 128 齊藤 綾香① (札幌開成中等教育) 15416
74 唐崎 純菜② (北星学園女子) 112 大村 愛佳② (札幌稲雲) 15595
75 横山 瑠乃② (札幌国際情報) 星 楓羽歌② (石狩南) 15663 145
76 有田 茉由② (札幌開成中等教育) 宮本　 美月② (札幌西) 157137 96
77 山口 琳夢② (札幌西陵) 新屋 唯② (札幌あすかぜ) 15864
78 水江　 陽菜② (札幌西) 129 滝田 奈々美② (札幌新川) 15933
79 野村 紗哉子② (札幌稲雲) 113 宇野 なつみ① (札幌北陵) 16017 97
80 大古場 晴香① (札幌光星) 高橋 亜夕① (札幌龍谷) 16165
81 栁原 のぞみ② (札幌龍谷)


