
1位 西根 寛弥③  高山 悠大③ 札幌龍谷 1位 富樫 柚月③ 札幌龍谷
2位 富樫 柚月③  西野 颯太③ 札幌龍谷 2位 小關 優心② 北海
3位 北條 知優③  漆 唯真③ 札幌北斗 3位 高山 悠大③ 札幌龍谷
4位 齋藤 誓弥②  宮﨑 洸希② 札幌静修 4位 西根 黄弥③ 札幌龍谷
5位 永井 柊二③  中川 陽介③ 札幌静修 5位 中川 陽介③ 札幌静修
6位 受川 壮大③  池田 慶② 北海 6位 五十嵐 匠③ 札幌北斗
7位 川口 兼司③  小關 優心② 北海 7位 齋藤 誓弥② 札幌静修
8位 岡田 泰直③  太田 遥斗③ 札幌第一 8位 川口 兼司③ 北海
ベスト16 長谷川 登哉③  藤平 鎮成③ 札幌英藍 ベスト16 渡辺 健太クリストファー③ 札幌東

國松 大斗②  大森 青葉② 札幌静修 岡田 翼② 札幌白石
川畑 咲人②  三觜 健太② 札幌東 清水 蓮③ 札幌新川
原田 渉真③  佐野 晴音③ 札幌第一 宇高 駿佑③ 北海
若狭 仁②  岡田 翼② 札幌白石 山田 陽介② 札幌西陵
畠山 大和②  河北 勝希① 札幌龍谷 大久保 春泉② 札幌南
吉田 陽斗③  五十嵐 匠③ 札幌北斗 上原子 周平② 札幌北斗
山下 武流③  印南 亜久里③ 札幌国際情報 飯田 裕翔② 札幌英藍

ベスト32 嶋川 陽太②  讃渡 健汰② 北海道科学大 ベスト32 河原 陽大② 札幌工業
上田 錬②  本間 翔太② 札幌厚別 金石 龍真③ 札幌藻岩
山田 聖也③  佐藤 輝一③ 札幌白石 鎌田 大輝② 北海道科学大
覺幸 波哉斗③  大西 一沙② 札幌南陵 鷲見 真之介③ 札幌西陵
鷲見 真之介③  横井 雅信③ 札幌西陵 小西 一平③ 北広島
井戸向 駿兵②  村井 一冴② 札幌北陵 遠藤 英幸③ 恵庭北
金石 龍真③  平間 裕也③ 札幌藻岩 佐藤 千斗③ 千歳
池内 陵太朗③  藤原 尚真③ 北広島 小松 亮太② 札幌南
鎌田 大輝②  太田 大翔② 北海道科学大 佐野 晴音③ 札幌第一
渡辺 大輝③  德澤 拓斗③ 札幌月寒 加藤 誉士② 札幌平岡
齊藤 颯②  川本 俊介② 札幌稲雲 池田 莉玖③ 札幌琴似工業
入口 雄介②  山本 湊太② 千歳 山本 裕大③ 札幌厚別
佐藤 心③  宝田 晃汰③ 北広島 佐藤 瑠偉③ 東海大札幌
池田 莉玖③  佐々木 蓮③ 札幌琴似工業 大西 一沙② 札幌南陵
佐藤 瑠偉③  濱口 雄光③ 東海大札幌 齊藤 尚徳③ 札幌月寒
五十嵐 晴③  石田 泰聖③ 札幌南 太田 大翔② 北海道科学大

1位 後藤 李々子②  山田 桜生② とわの森三愛 1位 小原 陽夏③ とわの森三愛
2位 小原 陽夏③  平元 さや③ とわの森三愛 2位 平元 さや③ とわの森三愛
3位 桜本 和李③  山本 穂乃花③ 札幌静修 3位 竹内 紅葉① 札幌静修
4位 開発 茉子③  野上 結菜③ とわの森三愛 4位 長谷 楓香③ 北海
5位 高橋 遥菜③髙橋 心寧③ 札幌北斗 5位 桜本 和李③ 札幌静修
6位 長谷 楓香③小林 結愛③ 北海 6位 山家 くるみ① とわの森三愛
7位 青栁 遙②坂本 美緒② 札幌静修 7位 片岡 瑞葉③ 札幌龍谷
8位 大喜多 彩②北野 めぐみ② 札幌国際情報 8位 佐藤 花乃③ 北星学園女子
ベスト16 上原子 愛音③  齋藤 和佳③ 札幌平岡 ベスト16 山岸 美瞳③ 札幌北斗

竹内 紅葉①  小林 香凜① 札幌静修 佐々木 奈緒③ 札幌旭丘
小保内 彩名②  澤口 凪沙② 千歳 富樫 茉菜③ 札幌啓北商業
西窪 風夏③  菊地 柚葉③ 札幌西陵 小林 優奈③ 札幌国際情報
濱田 志夢③  庄司 美春③ 札幌北斗 阿部 愛華③ 恵庭南
宮川 暖菜③  信田 愛咲美③ 札幌藻岩 北森 あん③ 札幌国際情報
小林 優奈③  北森 あん③ 札幌国際情報 千葉 愛花③ 札幌南陵
髙橋 さあや③  山岸 美瞳③ 札幌北斗 宮平 聖菜② 札幌静修

ベスト32 福田 茜①  枝村 みのり① 北星学園女子 ベスト32 阪 妃莉③ 大麻
阿部 愛華③  山本 芽依③ 恵庭南 信田 愛咲美③ 札幌藻岩
久保 七海③  清藤 真由③ 北海 山本 芽依③ 恵庭南
富樫 茉菜③  加藤 凜③ 札幌啓北商業 松下 偲優③ 札幌開成
西山 依吹②  佐藤 玖香② 札幌東 上原子 愛音③ 札幌平岡
石橋 真彩②  長谷川 花菜② 野幌 石橋 朱莉② 立命館慶祥
片山 優葵③  佐々木 一葉③ 札幌藻岩 後藤 夕依② 札幌光星
佐藤 弥生③  齋藤 朱里③ 北広島 上中 奈優③ 札幌東商業
上中 奈優③  船木 美優③ 札幌東商業 枝村 みのり① 北星学園女子
飯田 美空③  坂上 瑠那③ 北広島西 中尾 遥③ 札幌東
砂田 杏珠②  菅原 彩美② 札幌龍谷 佐藤 紫悠③ 札幌清田
熊谷 璃乃③  佐藤 花乃③ 北星学園女子 髙橋 さあや③ 札幌北斗
小松 莉子②  阿部 菜々乃② 大麻 小林 結愛③ 北海
上山 華花②  濵村 菜々花② 北広島 森田 樹里③ 札幌旭丘
姉﨑 実乃③  氏家 若那③ 札幌啓成 小野寺 乙花② 札幌東商業
増田 悠那③  森脇 未咲③ 恵庭南 小松 莉子② 大麻

7位 千歳

8位 札幌西陵

4位 北海

5位 北星学園女子

6位 札幌国際情報

1位 札幌静修

2位 とわの森三愛

3位 札幌北斗

【女子】

団体 ダブルス シングルス

8位 札幌南

5位 北広島

6位 札幌第一

7位 札幌白石

2位 札幌静修

3位 北海

4位 札幌北斗

1位 札幌龍谷

令和3年度札幌支部高等学校バドミントン選手権大会結果一覧

【男子】

団体 ダブルス シングルス


