
男子団体（ＢＴ）

1 北海 50 13 札幌白石 30
28 36

2 札幌東陵 9 39 石狩南 31
1 14

3 札幌手稲 7 40 当別 32
44 48

4 札幌月寒 5 38 石狩翔陽 33
2 15

5 札幌真栄 14 29 江別 34
29 37

6 札幌白陵 23 68 立命館慶祥 35
3 16

7 北星大附属 52 33 千歳北陽 36
52 54

8 大麻 31 66 北海道科学大 37
4 17

9 北広島西 37 51 札幌光星 38
30 38

10 千歳 32 3 札幌南 39
5 18

11 札幌国際情報 27 55 東海大札幌 40
45 49

12 札幌旭丘 42 11 札幌南陵 41
6 19

13 札幌啓北商業 48 34 恵庭南 42
31 39

14 札幌北陵 12
58

6 札幌啓成 43
7 56 57 20

15 札幌藻岩 44 20 札幌英藍 44

36 北広島 45

16 札幌第一 53
21

30 野幌 46
32 40

17 札幌工業 24 2 札幌西 47
8 22

18 札幌新陽 62 21 札幌平岡 48
46 50

19 恵庭北 35 61 札幌山の手 49
9 23

20 札幌創成 54 15 札幌厚別 50
33 41

21 札幌静修 58 10 札幌西陵 51
10 24

22 札幌大谷 57 17 札幌あすかぜ 52
53 55

23 札幌北 4 45 札幌清田 53
11 25

24 札幌東豊 18 46 札幌新川 54
34 42

25 札幌東 1 19 札幌稲雲 55
12 26

26 札幌平岸 47
3決

25 札幌琴似工業 56
47 51

27 札幌開成 43
59

69 札幌日大 57
13 27

28 札幌丘珠 8
5決

67 北海学園札幌 58
35 43

29 札幌北斗 60
62

64 札幌龍谷 59
60 61

63

7決



男子ダブルス（ＢＤ）

1 渡邊 昂進 木野 舜悟  札幌龍谷 # # 熊谷 龍輝 馬場 康綺  札幌北斗 62
59 75

2 小木曽 紘太 益田 享佑  札幌南陵 # # 杉本 彪流 關口 滉  恵庭北 63
1 30

3 吉田 詩遠 今 凌真  札幌啓成 # # 猪狩 達也 道下 翔空  札幌第一 64
91 99

4 佐藤 祥吾 小山内 匡  札幌北陵 # # 眞岩 諒 佐 木 志龍  札幌創成 65
2 31

5 泉 陸翔 山中 紫苑  札幌手稲 # # 澤田 連 園田 聖悟  札幌東陵 66
60 76

6 高橋 敦 大和田 良  札幌日大 # # 木戸 渓人 乕田 友気  北広島 67
3 32

7 原田 渉真 佐野 晴音  札幌第一 # # 平澤 太一 齋藤 浩成  札幌啓成 68
107 111

8 岡 晃成 千葉 公太郎  札幌北 # # 池田 康太 境 太陽  札幌旭丘 69
4 33

9 園田 暖稀 所 優樹  札幌南 # # 鴻上 真之介 安達 匠  北海道科学大 70
61 77

10 木村 勇輝 山上 新太  札幌月寒 # # 澁谷 知生 戸田 然士  札幌北陵 71
5 34

11 工藤 龍之介 若槻 悠太  札幌工業 # # 衣袋 雄哉 尾形 篤哉  札幌新川 72
92 100

12 西田 優輝 作田 飛馬  札幌創成 # # 菅 暖人 佐 木 蓮  札幌新陽 73
6 35

13 遠藤 駿仁 山田 時生  千歳 # # 湯浅 龍馬 阿部 航也  北海学園札幌 74
62 78

14 白川 誠也 小野澤 遥人  立命館慶祥 # # 角井 亮太 大畑 優輝  札幌手稲 75
7 36

15 池田 佑雅 土田 涼平  札幌真栄 # # 菊地 陸斗 水元 湧基  札幌西陵 76
115 117

16 山田 琉碧 髙村 和真  札幌北斗 # # 東田 知也 原 一馬  北星大附属 77
8 37

17 角田 陽貴 金森 匡吾  札幌開成 # # 荻久保 凛 岩田 侑真  札幌平岸 78
63 79

18 花巻 慧人 古口 遥都  札幌白石 # # 森木 空 荒山 知怜  札幌月寒 79
9 38

19 古川 天士郎 平野 巧馬  札幌国際情報 # # 福井 誠弘 平石 涼  札幌光星 80
93 101

20 藤井 遼 池端 剛  石狩翔陽 # # 宮崎 浩駿 田上 公太  千歳 81
10 39

21 細谷 育夢 西脇 健斗  江別 # # 樫村 拓真 船水 遼  札幌藻岩 82
64 80

22 辻脇 吏貢 東 玲央  札幌新陽 # # 小原 崇生 丸山 智広  札幌工業 83
11 40

23 藤本 将太 三好 翔大  札幌西 # # 奥山 翔駿 濱市 暁斗  千歳北陽 84
108 112

24 寺島 宏洋 渋谷 京平  北星大附属 # # 星野 達輝 小園 虎太朗  恵庭南 85
12 41

25 田村 冬弥 今井 裕紀  北広島 # # 山本 貴義 岩佐 明宏  札幌南 86
65 81

26 藪 悠生 伊藤 俊介  札幌     # # 十河 惇哉 臼井 廉太  札幌丘珠 87
13 42

27 荒又 隆輝 竹内 智哉  札幌丘珠 # # 清水 一喜 名畑 貴之  立命館慶祥 88
94 102

28 今野 哲郎 佐瀬 太一  札幌啓北商業 # # 須藤 大輝 前田 恭徳  札幌厚別 89
14 43

29 髙橋 湧斗 谷口 穂空  札幌白陵 # # 小田 大和 神 悠人  札幌英藍 90
66 82

30 岡 龍馬 久保田 匠  札幌大谷 #
15

 石川 暢晃 鈴木 奏楽  北海 91
31 後藤 優大 岡崎 夏太  北海 #

 伊勢谷 泰生 細岡 虎哲  札幌龍谷 92
119 120 44

32 大隅 惟翔 小原 琉伽  北海 #
121

 斉藤 太朗 志田 虎太郎  札幌稲雲 93
67 83

33 濱岸 裕二郎 浅井 柊真  当別 #  佐 木 敦祐 奥山 雄高  札幌啓北商業 94
16 45

34 橋本 蓮人 郡山 琉貴哉  札幌東陵 #  中村 真也 工藤 嵩土  札幌平岡 95
95 103

35 富樫 優 今野 創太  札幌平岡 #  明道 大征 因幡 颯太  札幌清田 96
17 46

36 藤池 祥吾 藤川 航矢  札幌琴似工業 #  石川 稜 浅野 陽也  札幌日大 97
68 84

37 大口 訓和 高木 健太郎  札幌光星 #  伊藤 知浩 北脇 和真  北広島西 98
18 47

38 鈴木 優太 福士 叶夢  石狩南 #  高橋 諒 問谷 柊太  石狩翔陽 99
109 113

39 岩崎 幹樹 草薙 洸太  北広島西 #  辻 希夢 熊川 智大  札幌白石 100
19 48

40 佐 木 竜弥 鹿川 恭  札幌東豊 #  山谷 海斗 小芝 大斗  札幌東豊 101
69 85

41 藤井 蘭丸 堀田 遥生  大麻 #  木戸口 瑛稀 鎌田 雅史  札幌大谷 102
20 49

42 鈴木 靖則 工藤 祥太  札幌平岸 #  丹野 陽翔 田村 秀星  札幌開成 103
96 104

43 加藤 豪琉 星 毅仁  札幌旭丘 #  中村 友羅 船登 爽太  石狩南 104
21 50

44 阿部 奈央生 荘司 啓太  札幌厚別 #  中澤 舜貴 若原 椿  大麻 105
70 86

45 吉田 柊南 塩澤 駿介  北海学園札幌 #  佐野 広大 宮本 浩  札幌南陵 106
22 51

46 細井 誠也 髙木 健助  札幌東 #  厚谷 涼介 網野 制流  当別 107
116 118

47 讃渡 悠杜 千田 優芽  北海道科学大 #  菊地 史恭  永井 柊次  札幌静修 108
23 52

48 越後 洸人 船戸 僚太  札幌清田 #  吉原 迅人 吉村 択  札幌東 109
71 87

49 村上 大樹 浜田 碧  札幌新川 #  髙木 修介 池田 莉久  札幌琴似工業 110
24 53

50 谷口 聖太 澤田 新太郎  東海大札幌 #  鐙 唯斗 山崎 凌太  札幌山 手 111
97 105

51 齋藤 隆 輔 小島 葵音  札幌英藍 #  浅沼 祐輝 木田 海馬  札幌白陵 112
25 54

52 高木 勇輝 原 魁星  野幌 #  佐藤 瑞貴 品田 一顕  札幌北斗 113
72 88

53 佐賀 大空 入口 京太郎  恵庭北 #
3決

 大喜多 航斗 髙橋 瑞生  札幌国際情報 114
26 55

54 本間 遥己 笹島 彰人  札幌西陵 #
122

 仙石 達哉 辻 晶真  札幌西 115
110 114

55 萱森 文郎 井上 嶺  札幌藻岩 #  松本 凜 山田 悠生  札幌真栄 116
27 56

56 河原 龍 渡部 奏  札幌稲雲 #  林 雄大 丹羽 結生太  江別 117
73 89

57 竹内 裕瑛 中川 陽介  札幌静修 #
5決

 佐 木 珠利 森 奏太  札幌     118
28 57

58 伊藤 圭吾 齊藤 拓実  千歳北陽 #
125

 山内 悠大朗 大友 新  東海大札幌 119
98 123 124 106

59 佐藤 遥斗 金嶽 遼河  恵庭南 #  団 陸斗 佐藤 壮琉  野幌 120
29 58

60 土合 貴王 最上 汰一  札幌山 手 #
126

 江良 武蔵 正治 貴啓  札幌北 121
74 90

61 斎藤 椋 國松 慎之助  札幌龍谷 #
7決

 柴谷 康介 結田 瑛介  札幌第一 122



男子シングルス（ＢＳ）

1 木野 舜悟  札幌龍谷 ## # 伊勢谷 泰生  札幌龍谷 62
59 75

2 山本 久貴  札幌新陽 ## # 髙橋 匠平  石狩南 63
1 30

3 木田 海馬  札幌白陵 ## # 髙橋 伶音  札幌西 64
91 99

4 富樫 優  札幌平岡 ## # 小田 大和  札幌英藍 65
2 31

5 岡 龍馬  札幌大谷 ## # 澤田 連  札幌東陵 66
60 76

6 森木 空  札幌月寒 ## # 不破 雅都  札幌東豊 67
3 32

7 荒又 隆輝  札幌丘珠 ## # 荒山 知怜  札幌月寒 68
107 111

8 細谷 育夢  江別 ## # 近藤 勝哉  札幌新陽 69
4 33

9 佐藤 航  札幌北陵 ## # 藤田 健吾  北星大附属 70
61 77

10 井上 嶺  札幌藻岩 ## # 佐藤 祥吾  札幌北陵 71
5 34

11 岩崎 幹樹  北広島西 ## # 中澤 舜貴  大麻 72
92 100

12 平澤 太一  札幌啓成 ## # 渡部 奏  札幌稲雲 73
6 35

13 竹内 裕瑛  札幌静修 ## # 十河 惇哉  札幌丘珠 74
62 78

14 安達 匠  北海道科学大 ## # 國谷 汰飛  札幌創成 75
7 36

15 藤本 将太  札幌西 ## # 齋藤 浩成  札幌啓成 76
115 117

16 柴谷 康介  札幌第一 ## # 尾形 篤哉  札幌新川 77
8 37

17 松尾 凱貴  北海学園札幌 ## # 原 魁星  野幌 78
63 79

18 細井 誠也  札幌東 ## # 宮崎 浩駿  千歳 79
9 38

19 福永 拓夢  札幌     ## # 中村 真也  札幌平岡 80
93 101

20 前田 恭徳  札幌厚別 ## # 樫村 拓真  札幌藻岩 81
10 39

21 佐藤 匠起  恵庭南 ## # 丸山 智広  札幌工業 82
64 80

22 榮村 柊人  北星大附属 ## # 中川 陽介  札幌静修 83
11 40

23 菊地 陸斗  札幌西陵 ## # 今野 哲郎  札幌啓北商業 84
108 112

24 小林 主大  札幌南 ## # 大喜多 航斗  札幌国際情報 85
12 41

25 眞岩 諒  札幌創成 ## # 西脇 健斗  江別 86
65 81

26 赤塚 翔天  札幌国際情報 ## # 宮崎 一聡  札幌南 87
13 42

27 千葉 公太郎  札幌北 ## # 松本 凜  札幌真栄 88
94 102

28 山田 琉碧  札幌北斗 ## # 竹田 颯汰  札幌北斗 89
14 43

29 高畑 音生  札幌光星 ## # 名畑 貴之  立命館慶祥 90
66 82

30 小園 龍樹  千歳北陽 ##
15

 石川 暢晃  北海 91
31 結田 瑛介  札幌第一 ##

 熊谷 龍輝  札幌北斗 92
119 120 44

32 鈴木 奏楽  北海 ##
121

 鴻上 真之介  北海道科学大 93
67 83

33 万丈 新  札幌東陵 ##  福井 誠弘  札幌光星 94
16 45

34 池田 佑雅  札幌真栄 ##  岡部 紘幸  東海大札幌 95
95 103

35 鈴木 優太  石狩南 ##  髙木 健助  札幌東 96
17 46

36 後条 隆斗  石狩翔陽 ##  浅沼 祐輝  札幌白陵 97
68 84

37 角井 亮太  札幌手稲 ##  中村 悠汰  北広島西 98
18 47

38 猪苗代 大智  札幌日大 ##  森 蒼矢  千歳北陽 99
109 113

39 因幡 颯太  札幌清田 ##  星野 達輝  恵庭南 100
19 48

40 佐 木 竜弥  札幌東豊 ##  加藤 豪琉  札幌旭丘 101
69 85

41 齋藤 隆 輔  札幌英藍 ##  古谷 駿和  札幌琴似工業 102
20 49

42 澤田 新太郎  東海大札幌 ##  辻 希夢  札幌白石 103
96 104

43 若原 椿  大麻 ##  江良 武蔵  札幌北 104
21 50

44 本間 悠太朗  札幌工業 ##  明道 大征  札幌清田 105
70 86

45 田上 公太  千歳 ##  大畑 優輝  札幌手稲 106
22 51

46 太田 翔  札幌平岸 ##  丸谷 優斗  札幌厚別 107
116 118

47 清水 一喜  立命館慶祥 ##  佐 木 詠基  札幌日大 108
23 52

48 小西 一平  北広島 ##  浅井 柊真  当別 109
71 87

49 河原 龍  札幌稲雲 ##  關口 滉  恵庭北 110
24 53

50 熊川 智大  札幌白石 ##  角田 陽貴  札幌開成 111
97 105

51 藤池 祥吾  札幌琴似工業 ##  最上 汰一  札幌山 手 112
25 54

52 佐瀬 太一  札幌啓北商業 ##  宮田 和季  札幌平岸 113
72 88

53 小松 賢太  札幌開成 ##
3決

 木戸 渓人  北広島 114
26 55

54 山口 拓也  札幌新川 ##
122

 原田 渉真  札幌第一 115
110 114

55 杉本 彪流  恵庭北 ##  木戸口 瑛稀  札幌大谷 116
27 56

56 小木曽 紘太  札幌南陵 ##  中嶋 優斗  札幌     117
73 89

57 星 毅仁  札幌旭丘 ##
5決

 湯浅 龍馬  北海学園札幌 118
28 57

58 高木 勇輝  野幌 ##
125

 山谷 翔碁  石狩翔陽 119
98 123 124 106

59 濱岸 裕二郎  当別 ##  本間 遥己  札幌西陵 120
29 58

60 土合 貴王  札幌山 手 ##
126

 益田 享佑  札幌南陵 121
74 90

61 大隅 惟翔  北海 ##
7決

 渡邊 昂進  札幌龍谷 122


