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令和3年度札幌地区春季高校バドミントン大会 GD　4月17日(土)北区体育館/24日(土)白石区体育館
※3回戦　145番まで15点3ゲームのポイント制限

1 長谷 楓香③
小林 結愛③ 北海 石岡 陽③
高田 眞衣③ とわの森三愛 90

2 菅田 琉楓③
鳴海 瑠那② 当別 山田 純鈴②
達川 晴葵② 札幌平岸 91

3 松浦 明日香③
出口 萌香② 札幌新陽 大山 愛葵③
和田 穂乃佳③ 札幌東豊 92

4 石橋 朱莉②
横田　心暖① 立命館慶祥 渡辺 友莉③
小野寺 乙花② 札幌東商業 93

5 坂野 樹雫②
齊藤 結夢② 札幌啓成 高橋 弘奈③
小林 咲月② 札幌白石 94

6 沖田 小夏③
坂口 奈瑠美② 恵庭北 藤原 梨帆②
重金 花彩② 札幌北陵 95

7 嶋 凜花③
天野 日菜子③ 札幌東 中田 杏②
勝田 なつみ③ 石狩南 96

8 乾 日乃③
佐原 光咲③ 札幌開成中等 鈴木 千智③
室 成美③ 札幌月寒 97

9 藤永 舞花③
大潟 香奈③ 札幌あすかぜ 関谷 鮎菜②
庄野 涼那② 札幌稲雲 98

# 立花 香保里③
細谷 理咲子③ 藤女子 阪 妃莉③
佐野 采宝③ 大麻 99

# 佐々木 奈緒③
村上 綾菜③ 札幌旭丘 品田 和泉③
玉田 愛佳③ 東海大札幌 ##

# 宮平 聖菜②
竹内 柚葉② 札幌静修 福田　茜①
枝村 みのり① 北星学園女子 ##

# 鈴木 七緒②
齊藤 日和② 札幌稲雲 河合 杏薫②
稲垣 陽奈② 札幌創成 ##

# 及川 鈴実③
安部 千帆海③ 江別 山口 水緒③
吉田　瑠奈② 札幌第一 ##

# 金澤 楓花②
徳能 佑圭② 札幌南陵 西山 依吹②
佐藤 玖香②

# 泉 咲綺③
水上 麗奈③ 札幌丘珠 深井 瑚々夏③
國久 凜②

千歳 山舘 奈央子③
加倉井 美咲③

札幌東 ##

恵庭北 ##

北広島 ##

# 後藤 雅依③
皆戸 彩花③ 札幌手稲 石橋 真彩②
長谷川 花菜② 野幌 ##

# 中野 智葉②
古田 彩芽②

# 山上 湖花③
青木 美樹③ 北星大学附属 浅野 由渚③
平緒 彩葉③ 北海学園札幌 ##

# 山岸 悠純②
生田 暖空② 札幌西陵 宮川 暖菜③
信田 愛咲美③ 札幌藻岩 ##

# 浅井 妃乃②
寺岡 和花③ 北海道科学大 岡崎 莉奈②
樋口 華奈② 札幌あすかぜ ##

# 冨樫 里緒③
高見 紗英② 札幌南 鎌田 詩乃②
酒井 杏歌② 北海 ##

# 阿部 紗奈①
高橋 暖乃香① とわの森三愛 竹内 紅葉①
小林香凛① 札幌静修 ##

# 飯田 美空③
坂上 瑠那③ 北広島西 土井　彩乃③
磯浦　光② 北広島西 ##

# 藤井 心那③
藤平 歩③ 札幌新川 玉川 瑚乃香③
岩崎 史奈③ 札幌清田 ##

# 五十嵐 京渚③
西田 春菜② 札幌東商業 川村 明那②
澤田 星来② 千歳 ##

# 加藤 日向③
池田 愛音③ 石狩翔陽 小松 眞子②
清 幸乃② 札幌西 ##

# 濱田 志夢③
庄司 美春③ 札幌北斗 鷲頭 絵椋③
大脇 彩楽③ 札幌厚別 ##

# 尼子 歩佳③
大工 亜依③ 札幌北陵 成澤 優羽②
齋藤 柚奈② 札幌手稲 ##

# 吉田 彌由③
藪 翠緒③ 札幌白陵 木村 尊②
安達 麗② 北海道科学大 ##

# 吉岡 実南①
横澤 里紗③ 札幌日大 髙森 友愛②
米澤 優佳② 札幌英藍 ##

# 小坂　 真凜③
成瀬　 真那③ 札幌平岡 石黒 綾③
米山 水彩③ 札幌啓成 ##

# 後藤 夕依②
櫻井 菜々子② 札幌光星 砂田 杏樹②
菅原 彩美② 札幌龍谷 ##

# 熊谷 璃乃③
佐藤 花乃③ 北星学園女子 上原子 愛音③
齋藤　 和佳③ 札幌平岡 ##

# 阿部 愛華③
山本 芽依③ 恵庭南 大森 涼③
山下 愛結③ 札幌北 ##

# 渡邉 仁奈②
谷 育実② 札幌厚別 阿部 比奈乃③
佐々木 里依③ 札幌旭丘 ##

# 佐藤 弥生③
齋藤 朱里③ 北広島 小林 優奈③
北森 あん③ 札幌国際情報 ##

# 石川 美菜望③
山口 紗彩③ 石狩南 三品  璃珠②
阿部   心愛② 札幌啓北商業 ##

# 三宅　 優子③
櫛桁   由衣② 札幌啓北商業 千葉 愛花③
辻 萌夏③ 札幌南陵 ##

# 山下 友夢②
野口　紗良① 札幌東陵 鈴木 りな②
前川 かれん② 立命館慶祥 ##

# 倉 未咲③
佐々木 美博② 札幌創成 白岩 ひなた③
小堆 紗和② 札幌南 ##

# 大久保 真優③
上原 悠希③ 札幌西 松本 彩花②
佐藤 亜希乃② 札幌丘珠 ##

# 鳴海 里穂③
横田 愛③ 東海大札幌 松川 凜音③
鈴木 杏美香③ 札幌真栄 ##

# 山内 夏実②
三浦 千春② 札幌白石 髙橋 さあや③
山岸 美瞳③ 札幌北斗 ##

# 奥田 幸乃③
片岡　 瑞葉③ 札幌龍谷 阿部 美咲②
粟井 花音② 札幌北斗 ##
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# 河原 しいな②
小林 涼嘉② とわの森三愛 羽田 明日香③
鈴木 夏彩音③ 札幌南 ##

# 芦澤 彩③
池田　マリア② 札幌創成 鶴巻 愛子②
福田 紗雪② 札幌稲雲 ##

# 政田 令奈②
目黒 由乃② 野幌 西窪 風夏③
菊地 柚葉③ 札幌西陵 ##

# 平石 小粋②
矢野 聖② 札幌第一 長田 彩花②
舛屋 愛唯② 札幌手稲 ##

# 小森 柚杏③
佐藤 知央③ 恵庭北 齋藤 美咲③
青木 愛美③ 札幌真栄 ##

# 重藤 帆乃華②
熊谷 美結② 札幌北 西 桃花③
松田 栞奈③ 藤女子 ##

# 石田 夢菜③
浅谷 美鈴③ 札幌真栄 浅利 夏羽②
小林 柚月② 札幌白石 ##

# 片山 優葵③
佐々木 一葉③ 札幌藻岩 中島 未咲③
江守 穂③ 札幌英藍 ##

# 富樫　 茉菜③
加藤　　 凜③ 札幌啓北商業 西村 妃織②
渡部 萌花② 札幌あすかぜ ##

# 石田 ふうか②
岡﨑 早織② 北海道科学大 北野 めぐみ②
大喜多 彩② 札幌国際情報 ##

# 河瀬 結衣③
仲井 乙未③ 札幌新川 澤口 凪紗②
小保内 彩名② 千歳 ##

# 中田帆南①
岩間瑞希① 札幌北斗 菊池 怜奈②
清水 癒月② 札幌開成中等 ##

# 松岡 咲桜③
兼山 彗③ 札幌西陵 伊丹 凛々子③
久井 悠渚② 札幌第一 ##

# 木村 文香②
萩原 和桜② 北海学園札幌 松本 明優花③
竹原 遥香③ 札幌平岸 ##

# 本居 怜紗②
吉田 美涼② 北海 木下 実空③
伊藤 優嬉② 札幌藻岩 ##

# 河原井 寧々③
菊地 桃花③ 石狩南 藤堂　悠菜③
藤井　りる③ とわの森三愛 ##

# 五十嵐 亜優③
山川 菜菜花② 北星大学附属 兼田 悠衣③
田口 亜美② 恵庭南 ##

# 島田 智華③
佐藤 きらり③ 東海大札幌 上山 華花②
濵村 菜々花② 北広島 ##

# 上村 心咲③
松浦 美侑③ 石狩翔陽 佐藤 茉幸③
藤原 由依③ 札幌月寒 ##

# 森脇 未咲③
増田 悠那③ 恵庭南 佐藤 葵③
濱井 愛子③ 当別 ##

# 銘苅 はる②
阿部 幸世② 札幌東 小野 桜雪③
石坂 雪乃③ 札幌東商業 ##

# 門脇 朱莉②
川島 乙葉② 札幌静修 宮城朱音①
小向杏実① 札幌北斗 ##

# 渡辺 真歩②
金濱 萌華② とわの森三愛 瓦木 聖奈②
石井　結月① 札幌龍谷 ##

# 石原 琉彩②
早川 真白② 札幌清田 津田 憂菜③
種村 凜夏③ 石狩翔陽 ##

# 葛西 まりも③
俵谷 依於③ 江別 柳原 咲楽③
髙橋 夕果③ 札幌光星 ##

# 宍戸 亜弥③
磯松 美緒③ 札幌旭丘 古野 瑠奈②
浦田 来実② 野幌 ##

# 白幡 和茄②
岡崎 明日香② 北広島西 江良 大和③
川人 由夢③ 札幌北 ##

# 清水 耀③
長岡 早優② 札幌厚別 大和田 萌②
大川 葉南② 札幌日大 ##

# 秋山 璃奈③
柴野 愛佳③ 大麻 宮永 光③
土屋 美冬③ 北海学園札幌 ##

# 吉田 璃衣子③
吉田 圭織③ 札幌西 小林 花南③
北川 春奈② 札幌新陽 ##

# 大工 柚依③
村瀨 愛花③ 札幌北陵 堂前 友結③
吉田 愛実③ 江別 ##

# 齋藤 遥香③
坂口 京③ 札幌東豊 齊藤 綾花②
水倉 夏恋② 札幌新川 ##

# 新里 汐音③
髙坂 沙里③ 札幌光星 姉﨑 実乃③
氏家 若那③ 札幌啓成 ##

# 吉田 ひかり③
岡本 茉緒③ 札幌平岸 松本 風花③
安達 里奈③ 札幌大谷 ##

# 山中 天羽③
菊池 澄音③ 札幌国際情報 杉本 望早③
仲井 二千夏③ 北広島西 ##

# 金　 絵実理②
小林　 瑠唯② 札幌平岡 新沼 心音③
大高 柚衣③ 札幌南陵 ##

# 松下 偲優③
藤門 未来③ 札幌開成中等 五十嵐 咲希③
阿部 菜々乃② 大麻 ##

# 井口 彩菜③
八十嶋 彩乃③ 札幌月寒 西村 楓②
村山 由依② 札幌丘珠 ##

# 船木 美優③
上中 奈優③ 札幌東商業 久保 七海③
稲岡 笑華③ 北海 ##

# 石山 瑞稀①
工藤 羽叶① 北星学園女子 中村 優那③
山口 愛加③ 札幌清田 ##

# 濱谷 咲季③
古川 真夕② 札幌英藍 和田 亜里紗②
澤木 万侑② 札幌東陵 ##

青柳 遙②
坂本 美緒② 札幌静修 ##

# 岡島 輝③
澁谷 咲映③ 札幌日大 稲葉 凛音②
渡辺 綺② 北星大学附属 ##

# 高橋 遥菜③
髙橋 心寧③ 札幌北斗

# 志賀 風香③
樫原 櫻子③ 藤女子
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