
高校男子ダブルス 優　勝 三枝　力起② 札幌第一高校 山口　友輔① 札幌第一高校

準優勝 岡村　和輝③ 帯広大谷高校 吉川　大智③ 帯広大谷高校

第３位 水間　陽介② 札幌第一高校 渡邊　黎② 札幌第一高校

高校女子ダブルス 優　勝 岩島　由季③ 札幌静修高校 中内　彩華③ 札幌静修高校

準優勝 鈴木　麻友② 旭川実業高校 佐々木　柚里菜② 旭川実業高校

第３位 石澤　未夢① 札幌静修高校 遠藤　いさみ① 札幌静修高校

高校男子シングルス 優　勝 水間　陽介② 札幌第一高校

準優勝 渡邊　　黎② 札幌第一高校

第３位 小坂　一貴③ 札幌第一高校

高校女子シングルス 優　勝 佐々木　柚里菜② 旭川実業高校

準優勝 桂　　綾香② 札幌静修高校

第３位 尾野　千穂③ とわの森三愛高校

一般混合ダブルス 優　勝 宮野　一樹 北翔大学 福田　知紗 北翔大学

準優勝 西尾　政幸 札幌遊羽クラブ 田中　友美 札幌遊羽クラブ

第３位 佐藤　洋到 ＭＯＩＷＡ 佐藤　真美 札幌レディース

一般男子ダブルス 優　勝 渡部　大 旭川実業高校 川原　共生 旭川実業高校

準優勝 秋田　剛志 札幌第一高校 宇野　友規 札幌第一高校

第３位 宮野　一樹 北翔大学 加納　大貴 北翔大学

一般女子ダブルス 優　勝 宮田　晶代 北翔大学 山下　杏利 北翔大学

準優勝 阿部　嘉織 北翔大学 伊藤　朝美 北翔大学

第３位 山家　ゆりか とわの森三愛高校 鈴木　萌 とわの森三愛高校

一般男子シングルス 優　勝 渡部　大 旭川実業高校

準優勝 川原　共生 旭川実業高校

第３位 秋田　剛志 札幌第一高校

一般女子シングルス 優　勝 平敷　祥子 北翔大学

準優勝 本田　恵利奈 深川西高校

第３位 末松　美聡 北翔大学

第64回 北海道選手権(高校)　表彰一覧

第64回 北海道選手権(一般)　表彰一覧



３０歳以上男子ダブルス 優　勝 橋場　孝啓 乾杯倶楽部 新井　光寿 乾杯倶楽部

30MD 準優勝 新山　満 佐藤工務店 田村　隆紀 ＭＳＲ

第３位 本田　敦英 モンスター 上山　和成 モンスター

第３位 斉藤　真 清水協会 近藤　佑樹 清水協会

3０歳以上男子シングルス 優　勝 上山　和成 モンスター

30MS 準優勝 松尾　必勝 糸井小学校教員

第３位 新山　満 佐藤工務店

第３位 得能　浩志 根室市役所

３０歳以上女子ダブルス 優　勝 小木原　志津香 ＭＯＩＷＡ 小森　亜紀子 ＭＯＩＷＡ

30WD 準優勝 飯田　由紀乃 札幌遊羽クラブ 田中　友美 札幌遊羽クラブ

第３位 阿部　聡美 釧路フライト 川岸　理恵 夢羽

第３位 首藤　美知枝 札幌遊羽クラブ 川上　亜美 札幌遊羽クラブ

４０歳以上混合ダブルス 優　勝 角谷　淳一 NTT北海道 櫛山　久美子 R.S.スガワラ

40MIX 準優勝 中山　隆一 ホワイトウェーブ 摂田　美佐子 ホワイトウェーブ

第３位 佐藤　彰洋 HFBクラブ 瀬戸　聖子 HFBクラブ

第３位 田中　義仁 ホワイトウェーブ 寺島　千明 舞羽

４０歳以上男子ダブルス 優　勝 角谷　淳一 NTT北海道 村井　秀樹 NTT北海道

40MD 準優勝 菊地　芳朗 ホワイトウェーブ 田中　義仁 ホワイトウェーブ

第３位 佐藤　信 乾杯倶楽部 長田　浩之 乾杯倶楽部

第３位 山田　一博 HFBクラブ 佐藤　彰洋 HFBクラブ

４０歳以上女子ダブルス 優　勝 川島　満 ドルフィン 宮川　里恵 カーニバル

40WD 準優勝 石井　克江 HFBクラブ 瀬戸　聖子 HFBクラブ

第３位 田村　彰子 釧路ﾌﾞﾗｯｸﾌｧﾙｺﾝ 若林　美枝子 栗沢同好会

第３位 佐藤　とも子 乾杯倶楽部 石澤　優香 乾杯倶楽部

4０歳以上男子シングルス 優　勝 角谷　淳一 NTT北海道

40MS 準優勝 阿部　剛 釧路フライト

第３位 横山　薫 大谷地クラブ

4０歳以上女子シングルス 優　勝 櫛山　久美子 R.S.スガワラ

40WS 準優勝 石井　克江 HFBクラブ

第３位 小西　章子 名寄エース

５０歳以上男子ダブルス 優　勝 髙橋　尚夫 ジャスト 田中　順一 音更協会

50MD 準優勝 南　聖敏 釧路フライト 畑山　貞男 東光

第３位 須田　幸雄 滝川クラブ 永井　英治 滝川クラブ

５５歳以上女子ダブルス 優　勝 西村　康子 深川シャトル 大同　君枝 札幌まざーる

55WD 準優勝 日浦　幾久代 ドルフィン 湯藤　幸子 ドルフィン

第３位 近藤　悦子 深川クラブ 飯島　町子 深川クラブ

第３位 青木　夫早江 旭川シャトル 高谷　智子 滝川シャトル

６０歳以上混合ダブルス 優　勝 西岡　和康 いしかり 石橋　和枝 札幌パール

60MIX 準優勝 前田　正行 苫小牧協会 大同　君枝 札幌まざーる

第３位 北垣　修 深川クラブ 近藤　悦子 深川クラブ

第３位 野川　豊 TMS工業 湯藤　幸子 ドルフィン

６０歳以上男子ダブルス 優　勝 斉藤　栄嗣 栗山協会 西岡　和康 いしかり

60MD 準優勝 菊地　忠 安平町協会 竹村　正敏 室蘭地区協会

第３位 藤田　富雄 小樽協会 渋井　明 アサヒスポーツ

第３位 堀　文雄 大麻クラブ 野川　豊 TMS工業

6０歳以上男子シングルス 優　勝 遠藤　雅行 ＭＯＩＷＡ

60MS 準優勝 佐々木　英明 網走市

第３位 堀　文雄 大麻クラブ

７０歳以上男子ダブルス 優　勝 五十嵐　宣善 ダイヤモンド 中嶋　弘志 東月寒アカシア

70MD 準優勝 中田　武夫 北見 佐々木　堅治 函館

第３位 東　健治 札幌 住澤　幸男 深川

7０歳以上男子シングルス 優　勝 佐々木　堅治 函館

70MS 準優勝 住澤　幸男 深川

第３位 中嶋　弘志 東月寒アカシア

第4回 北海道シニア選手権大会　表彰一覧


