
歴代入賞者 2023/4/9(1/24)

種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数
スピナッチ チーム北野 大谷地★クラブＢ

ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ａ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｂ なしバド

ヴィクトリーカフェ男子Ｂ 定山渓中学校男子 フューチャー★スターＡ

ＳＩＳ

江別女子 Ｒｏｏｔｓ ホワイトウェーブＣ

フューチャー★スターＣ 定山渓中学校女子 市立札幌開成中等教育学校

40参加チーム数　合計

女子団体１部 1住友彩花③/泉優貴③/
島田くるみ②

女子団体２部 7
大西紗李亜(中1)/冨田
紗英(中1)/松橋優奈(中
2)

田中友紀④/小枝理紗
③/畠山暢子④

石岡彩音(中2)/門田望
鈴(中1)/菊池さくら(中1)

女子団体３部 3林莉緒(中1)/林真緒(小
5)/赤坂璃子(小6)

森井雪乃(中2)/カンデ
ルブミカ(中2)/吉田小妃
亜(中1)

佐藤晴(中1)/古市留唯
(中1)/月輪千尋(中1)

第43回大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2023.3.4(土) 江別市民体育館】

男子団体１部 11瀬戸晴也①/鎌田紘誓
①/佐々木光希①

木野稜悟②/明道大征
②/小原琉伽②

山田滉②/竹田颯汰②/
田村浩之②

男子団体２部 13後藤一典②/板谷渉吾
②/石川将也②

大和田新宇③/種田光
祐②/櫻庭颯士②

岡崎隼人②/工藤魁人
②/小原崇生②

男子団体３部 5満藤瑠斗(中1)/大角奏
斗(中1)/臼井優斗(中2)

阿部渚(中2)/山内誠仁
(中1)/堀大輔④

鈴木春磨(小6)/木村壮
佑(小6)/木村公彦④



歴代入賞者 2023/4/9(2/24)

種　目 優　勝 準　優　勝 三　位 参加数

三浦 秀太郎② 明道 大征① 小原 琉伽①

(仲良しwithｽﾏｽﾋﾟｽﾎﾟｰﾂ) (北星学園大学) (北星学園大学)

瀬戸 晴也① 竹田 颯太② 難波 佑輝②

(旭川東高校ＯＢ) (仲良しｗｉｔｈスマスピスポーツ) (ＩＭＩＴＡＴＩＯＮ ＧＯＬＤ)

若狭 仁（高３） 桜庭 颯士① 岡崎 隼人②

(大麻高校) (ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ) (なしバド)

塚本 悠世① 福島 颯人（高１） 青野 元大④

(平岸高校ＯＢ) (北広島高校) (Ａ．Ｓ．Ｉ)

武市 孝之助（中１） 森 貴翔（中２） 大角 奏斗（中１）

(ヴィクトリーカフェ札幌) (信濃中学校) (ヴィクトリーカフェ札幌)

米谷 一馬（中１） 木村 壮佑（小６） 武田 英志郎（小６）

(千歳市立富丘中学校) (フューチャー★スター) (西部スイング)

高橋 悠羽佳（小５） 賀川 美唯（小５） 菊地 さくら（中１）

(滝川中央ジュニア) (滝川中央ジュニア) (ホワイトウェーブ)

福井 希夏（小６） 高畑 采良（中２） 佐々木 心優（中２）

(きらりＢＣ) (屯田北中学校) (ヴィクトリーカフェ札幌)

幅崎 咲羽（中１） 関川 優梨愛（中２） 梶野 紗来（小５）

(ヴィクトリーカフェ札幌) (江別市立大麻中学校) (ヴィクトリーカフェ札幌)

林 真緒（小５） 林 莉緒（中１） 石田 莉夏（小３）

(フューチャー★スター) (フューチャー★スター) (ヴィクトリーカフェ札幌)

合　計　 120

種　目 優　勝 準　優　勝 三　位 参加数

三浦 秀太郎② 小浜 史嵩③ 明道 大征①

(仲良しwithｽﾏｽﾋﾟｽﾎﾟｰﾂ) (祝梅クラブ) (北星学園大学)

小林 巧② 堀江 康生（高２） 仲井 晴哉（高３）

(渋谷幕張ＯＢ) (北広島西高校) (札幌北斗)

難波 佑輝② 畠山 広仁③ 迫 柊雅①

(IMITATION GOLD) (Co-Creation Badminton) (大麻高校ＯＢ)

鳴海 昂太（中３） 相沢 獅龍（中３） 菊地 芳朗⑤

(福井野中学校) (栄中学校) (ホワイトウェーブ)

松田 礼郁（中２） 野口 大耀（中２） 山森 涼太（中２）

(信濃中学校) (信濃中学校) (信濃中学校)

本多 銀人（小４） 大角 奏斗（中１） 武田 英志郎（小６）

(ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ) (スイングヘブン)

菊地 さくら（中１）

(ホワイトウェーブ)

冨田 紗英（中１） 福井 希夏（小６） 高畑 采良（中２）

(江別市立第一中学校) (きらりＢＣ) (屯田北中学校)

高橋 真紀⑥ 瀧谷 胡奈（小６） 米澤 咲来（中２）

(ママチ) (苫小牧エールJr.B.C) (ヴィクトリーカフェ)

梶野 紗来（小５） 西口 美優（中１） 林 日希（中１）

(ヴィクトリーカフェ) (信濃中学校) (信濃中学校)

合　計　 134

第40回大会は、新型コロナウイルスの感染拡大により中止しました（大会回数は欠番）。

女子３部は種目不成立のため、女子４部とオープン
試合も行い、女子３部として表彰しました。

第40回大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2022.3.5(土) 江別市民体育館】

12

11

8

1

第41回大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2022.7.23(土) 札幌市豊平区体育館】
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女子単６部

女子単３部 3

女子単４部 14

女子単５部 5

女子単６部 5

第42回大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2022.12.24(土) 江別市民体育館】

男子単１部 14

男子単２部 7

男子単３部 24

男子単４部 23

男子単５部 14

男子単６部 11



歴代入賞者 2023/4/9(3/24)

種　目 優　勝 準　優　勝 三　位 参加数

小原 琉伽① 小浜 史嵩③ 明道 大征①

(北星学園大学) (祝梅倶楽部) (北星学園大学)

平井 羚哉（中２） 山元 優翔（高３） 堀江 康生（高１）

(岩見沢市立光陵中学校) (岩見沢緑陵高校) (大谷地★クラブ)

小西 一史（高１） 奥宮 弦④ 畠山 広仁③

(北広島高校) (羽バド) (Co-Creation Badminton)

工藤 蒼助（小６） 小西 一生（中２） 橋本 紘（中３）

(静内ジュニア) (千歳市立富丘中学校) (光星中学校)

原島 誉（小５） 稲部 浬（小４） 白取 和空（小６）

(三角山ノースウィングＪｒ．) (Ｉ．Ｎ．Ｂ) (ヴィクトリーカフェ)

原田 來翔（中１） 鈴木 暖（小６） 山森 涼太（中１）

(信濃中学校) (三角山ノースウィングＪｒ．) (信濃中学校)

関谷 鮎菜（高２）

(札幌稲雲高校)

嘉島 ゆい（中３） 吉岡 みなみ（高１）

(フューチャー★スター) (大谷地★クラブ)

賀川 柚音（中１） 山口 乙都羽（中２） 藤田 彩希（小６）

(新十津川町立新十津川中学校) (平取町立平取中学校) (苫小牧リトル)

大西 紗李亜（小６） 辻川 らら（中２） 冨田 紗英（小６）

(きらりＢＣ) (苫小牧市立青翔中学校) (きらりＢＣ)

福井 希夏（小５） 長谷川 楓（小５） 賀川 美唯（小４）

(きらりＢＣ) (苫小牧エールＪｒ．Ｂ．Ｃ) (滝川中央ジュニア)

幅崎 咲羽（小６） 高田 紗和（小１） 梶野 紗来（小４）

(ヴィクトリーカフェ) (静内ジュニア) (ヴィクトリーカフェ)

合　計　 120

種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数
チームＳＲＫ ｽﾏｽﾋﾟwith仲良し１年生 チームタカムラ

チーム・スペランツァ IMITATION GOLD２ ｺ･ｸﾘｴｰｼｮﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝＡ

東苗穂ヘアピンズ ＲＳＳ ヴィクトリーカフェＤ

ｽﾏｽﾋﾟwith仲良し４年生 札幌稲雲高校Ａ

大谷地★クラブＣ ＭＹＳ ｺ･ｸﾘｴｰｼｮﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝＢ

ヴィクトリーカフェＢ スイングヘブン 信南

52

女子単１部
女子１部と女子２部は種目不成立のため、男子２部と
オープン試合も行い、女子１部そして女子２部として
表彰しました。

1

女子単２部 2

女子単３部 4

女子単４部 14

女子単５部 12

女子単６部 12

男子単５部 9

男子単６部 14

男子単３部 10

男子単４部 32

第39回大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2021.12.25(土) 江別市民体育館】

男子単１部 6

男子単２部 4

女子団体３部 6佐々木心優(小6)/手塚
柚那(小5)/片平澪(小3)

藤巻結音(小6)/渡辺紗
花(小5)/牧野心春(小5)

成田乃々花(中2)/笹川
遥(中2)/米澤さくら(中2)

参加チーム数　合計

女子団体１部 2江川舞星(中1)/赤平栞
菜(中2)/下田夢香(中1)

庄野涼那(高1)/関谷鮎
菜(高1)/前田さくら(高1)

男子団体３部 6清水啓太③/関根友則
④/鈴木貴博⑤

戎屋 亮佑(中2)/相沢獅
龍(中1)/関根心太(中1)

米澤世滋(中2)/菅原碧
羽(中2)/高橋誠貴(中2)

女子団体２部 7
古田彩芽(高1)/小保内
彩名(高1)/吉岡実南(中
3)

堀内愛依(高1)/青野紗
知(中1)/嘉島ゆい(中2)

畠山暢子④/鳴澤眞里
奈②/天内蓮②

第38回大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2020.12.20(日) 北ガスアリーナ札幌４６】

男子団体１部 13木野稜悟②/木野舜悟
(高3)/細岡虎哲(高3)

三浦秀太郎①/廣岡幸
①/稲垣健太②

水上拓美②/清水吏②/
高村和磨②

男子団体２部 18久保大哉(高1)/川畑咲
人(高1)/阿部航大(高2)

和田士②/山岸慶祐③/
立野修④

大沼克彰④/畠山広仁
③/西田翔②



歴代入賞者 2023/4/9(4/24)

種　目 優　勝 準　優　勝 三　位 参加者数

三浦 秀太郎① 松本 恵吾③ 佐藤 一樹③

(スマスピｗｉｔｈ仲良し) (大谷地★クラブ) (ＳＫＦ)

小西 一平（高２） 佐藤 瑠偉（高２） 佐々木 奎輔②

(北広島高校) (東海大札幌) (スマスピｗｉｔｈ仲良し)

柴田 広太郎② 小倉 颯太② 難波 佑輝②

(Ｔｅａｍ ＭＡＥＤＡ) (ｓｎｏｗ ｓｋｙ) (ＩＭＩＴＡＴＩＯＮ ＧＯＬＤ)

久保 大哉（高１） 橋本 紘（中２） 平井 羚哉（中１）

(札幌北斗高等学校) (光星中学校) (岩見沢市立光陵中学校)

安田 煌正（小３） 久保谷 遼希（小５） 菊地 悠太（中１）

(苫小牧エールＪｒ．ＢＣ) (フューチャー★スター) (ホワイトウェーブ)

小西 一生（中１） 原島 佑（小５） 原島 誉（小４）

(千歳市立富丘中学校) (三角山小学校) (三角山小学校)

関谷 鮎菜（高１）

（札幌稲雲高校）

江川 舞星（中１） 鈴木 彩② 高橋 来海①

(ヴィクトリーカフェ) (スマスピｗｉｔｈ仲良し) (ＴＵＫＵＢＡＴＯ)

阿部 未紀（小５） 嘉島 ゆい（中２） 賀川 柚音（小６）

(滝川中央ジュニア) (フューチャー★スター) (滝川中央ジュニア)

青野 紗知（中１） 荒木 めぐみ（中３） 川合 那奈（中２）

(厚別中学校) (ＭＧＵ) (柏丘中学校)

二本柳 実優（中２） 境 瑚々南（中２） 佐藤 愛華（中２）

(江別市立大麻東中学校) (江別市立大麻東中学校) (前田中学校)

岩尾 南月（中１） 片平 澪（小３） 米澤 咲来（小６）

(信濃中学校) (二十四軒小学校) (北区体育館)

140

第36回大会は、新型コロナウイルスの感染拡大により中止しました（大会回数は欠番）。

種　目 優　勝 準　優　勝 三　位 参加数
三浦 秀太郎① 佐藤 勇士② 明道 大征（高２）
(仲良しｗｉｔｈスマスピスポーツ) (北海道大学ＯＢ) (清田高校)
篠永 雄晟② 松木 颯矢斗（中３） 森谷 翠②
(ＳＧＵ) (北野台中学校) (清田)
中村 真也（高３） 小西 一平（高１） 中沢 一久②
(ゆーマロウ) (北広島高校) (ｐｏｃｏ)
仲井 晴哉（中３） 久保 大哉（中３） 橋本 紘（中１）
(柏丘中学校) (白石中学校) (光星中学校)
柿沼 和幸⑥ 松木 柊也（中２） 鳴海 昂太（小６）
(サタデークラブ) (北野中学校) (ヴィクトリーカフェ)
相沢 獅龍（小６） 久保田 理央（中１） 大麻 敬友（小３）
(ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ) (フューチャー★スター)
小林 涼嘉（中３） 横山 美和①
(苫小牧エールＪｒ．ＯＢ) (ｓｎｏｗ ｓｋｙ)
江川 舞星（小６） 吉岡 実南（中２） 前田 唯衣（高２）
(ヴィクトリーカフェ) (フューチャー★スター) (千歳高校)
木下 幸香（高３） 山口 陽菜乃（中１） 山口 乙都羽（小６）
(大谷地★クラブ) (平取町本町少年団) (平取町本町少年団)
西田 祈生（中１） 南部 未央里（小５） 阿部 香佳（中２）
(ヴィクトリーカフェ) (東部少年団) (北野中学校)
藤巻 結音（小５） 松井 桃子（小６） 佐々木 心優（小５）
(スイングヘブン) (三角山ノースウィングＪｒ．) (ヴィクトリーカフェ)

140

男子単２部 17

男子単３部 17

16

25

11

男子単１部

女子単５部 12

女子単６部 6

合　計　

男子単５部 15

男子単６部 10

女子単２部
女子２部は種目不成立のためオー
プン試合を行い、女子２部として表
彰しました。

2

女子単２部

女子単３部

女子単４部

第36回大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2020.3.20(金祝) 北ガスアリーナ札幌４６】

女子単３部 9

女子単４部 17

第35回大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2019.9.28(土) 札幌市豊平区体育館】

男子単１部 10

男子単２部

男子単３部

男子単４部 25

男子単４部

男子単５部

男子単６部

女子単１部
女子１部は種目不成立のため、男子２部とオープン
試合を行い、女子１部として表彰しました。

第37回大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2020.9.21(月祝) 札幌市豊平区体育館】

女子単５部

女子単６部

合　計　

12

7

12

30

5

8

1

7

6



歴代入賞者 2023/4/9(5/24)

種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数
仲良しＢ 仲良しＣ 仲良しＡ

北広西卍 千歳高校レッド 小樽商科大学

開成中等教育学校 柏ヶ丘 大谷地★クラブＤ

愉快な仲間 フューチャー★スターＡ

ｓｎｏｗｓｋｙ 羊丘中学校 フューチャー★スターＢ

もみじ台南中学校 北野中学校Ｂ

60

種　目 優　勝 準　優　勝 三　位 参加数
渡辺 成② 三浦 秀太郎（高３） 佐藤 一樹②
(簾舞中学校) (仲良し) (ＳＫＦ)
有岡 亮祐（高３） 原 拓也（高３） 松木 颯矢斗（中２）
(旭川商業高校) (仲良し) (北野台中学校)
佐々木 詠基（中３） 鈴木 哲男③ 田中 傑②
(苫小牧Ｂ．Ａ) (カラフル) (小樽商科大学ＯＢ)
佐藤 圭悟（中３） 今 凌真（高１） 鎌田 大輝（中２）
(チームＥＬＬＥ) (大谷地★クラブ) (信濃中学校)
白川 稜久（中２） 鳴海 佑亮（小６） 鳴海 昂太（小５）
(フューチャー★スター) (ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ)
菅原 碧羽（小６） 塩見 崚太（小５） 小倉 夕生（小４）
(ヴィクトリーカフェ) (三角山ノースウィングJr.) (ヴィクトリーカフェ)
柴田 風華②
(帰ってきた柴田)
関谷 鮎菜（中２） 佐藤 明子④
(宮丘中学校) (三角山ノースウィングJr.)

小林 涼嘉（中２） 安達 麗（中２） 森田 暢子③
(エールｊｒ) (信濃中学校) (Co-Creation Badminton)
江川 舞星（小５） 吉岡 実南（中１） 横山 美和（高３）
(ヴィクトリーカフェ) (フューチャー★スター) (ｓｎｏｗ ｓｋｙ)
入澤 菜月（中２） 川合 那奈（小６） 菊地 悠良（中２）
(信濃中学校) (フューチャー★スター) (平岡中央中学校)
西田 祈生（小６） 渡辺 紗花（小３） 小西 杜和（小３）
(ヴィクトリーカフェ) (スイングヘブン) (三角山ノースウィングJr.)
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女子単４部 18

女子単５部 9

女子単６部 8

合　計　

女子単１部

女子単２部

女子１～２部は種目不成立のため、女子１～２部でオープン
試合を行い、各々の種目として表彰しました。 1

2

男子単５部 11

男子単６部 8

女子単３部 3

第33回大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2018.12.2(日) 江別市民体育館】

男子単１部 9

男子単２部 16

男子単３部 14

男子単４部 20

25
盛佑磨①/内間唯斗(高
3)/中村悠太(高2)

遠藤駿仁(高2)/宮崎浩
駿(高2)/藤本理久(高1)

笹尾優斗②/屋宜宣寛
②/上山凌太郎①

男子団体３部 7
白取飛羽(中1)/多田一
敬(中1)/吉田純(中1)

河上輝(中1)/中尾大斗
(中1)/辻海音(中1)

吉田俊輝(小5)/有岡大
翔(小4)/青木信人⑥

女子団体２部 5
横山美和(高3)/米澤楓
(高3)/南川七海(中3)

今野詩歩(中2)/金絵実
理(中2)/鎌田詩乃(中2)

堀内愛依(中2)/吉岡実
南(中1)/嘉島ゆい(小6)

女子団体３部
※当初の優勝者が失格のため順位

を繰り上げました
10

市島彩夢(中2)/小林柚
月(中2)/小林咲月(中2)

佐藤梢(中1)/秋楽美沙
希(中1)/後藤由衣(中1)

参加チーム数　合計

女子団体１部 2庄司美春(中3)/平石小
粋(中2)/関谷鮎菜(中2)

内田梨心(中1)/青野紗
和(中1)/青野紗知(小5)

第34回大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2019.3.23(土) 札幌市豊平区体育館】

男子団体１部 11
原拓也(高3)/大井済聡
(高3)/菅原睦生(高3)

菊地諒一(高3)/須藤康
敬(高3)/萩生田俊輔(高
3)

三浦秀太郎(高3)/竹岡
龍我(高2)/清水吏②

男子団体２部



歴代入賞者 2023/4/9(6/24)

種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数
Co Creation Badminton A 仲良し チーム北野

ｓｎｏｗ ｓｋｙ Co Creation Badminton C 北千歳

フューチャー★スターＡ ｋ－３ 三角山ノースウィングJr.B

愉快な仲間 フューチャー★スターＣ チームしなの中Ａ

フューチャー★スターＧ フューチャー★スターＦ サトレンＡ

40

種　目 優　勝 準　優　勝 三　位 参加数
三浦 秀太郎（高３） 松本 恵吾② 小林 宏幸②
(仲良し) (大谷地★クラブ) (Co-Creation Badminton)
佐野 博章④ 中村 圭孝① 森谷 翠②
(旭川市役所) (札幌西陵高校ＯＢ) (ｋ－ｍｅｍｂｅｒｓ)
越後 柊輝① 森田 健太郎④ 林 颯太（高３）
(仲良し) (乾杯倶楽部) (札幌稲雲高校)
高田 真宙（高２） 佐藤 健太郎④ 西山 広冬（高３）
(双葉高校) (チームＳ) (双葉高校)
若狭 仁（中２） 柿沼 和幸⑤ 仲井 晴哉（中２）
(信濃中学校) (サタデークラブ) (柏ヶ丘中学校)
及川 朝陽（小６） 鳴海 昂太（小５） 菅原 碧羽（小６）
(ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ)
阿部 華円①
（仲良し）
関谷 鮎菜（中２） 関谷 香厘（高２） 藤川 万佑子②
(宮の丘中学校) (札幌稲雲高校) (旭川市役所)
安達 麗（中２） 前田 結衣（中３） 横山 美和（高３）
(信濃中学校) (平岡緑中学校) (ＳＮＯＷ ＳＫＹ)
栗原 英子③ 荒木 めぐみ（中１） 松井 美智代④
(ホワイトウエーブ) (ＭＧＵ) (パステル)
濱塚 美玖（小６） 山本 暖華（小６） 近藤 菜桜（中１）
(ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ) (フューチャー★スター)
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第31回大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2018.6.2(土) 札幌市豊平区体育館】

女子団体３部 6
松井美智代④/飯田智
子④/吉田紗羽(小6)

大麻綺乃(小6)/澤谷陽
菜(中1)/東山千咲理(中
1)

齊藤朱里(中2)/津幡結
依(中2)/高見紗英(中2)

参加チーム数　合計

男子団体３部 6
有岡隼也(中1)/橋本紘
(小6)/澤田烈士(中1)

小西一史(中1)/岸京也
(中1)/澤口弘平(中1)

小西杜和(小3)/塩見崚
太(小5)/西山太基(中1)

女子団体２部 6
庄司美春(中3)/平石小
粋(中2)/関谷鮎菜(中2)

青野紗和(中1)/栗原英
子③/廣田則子④

合　計　

女子単２部

女子単３部

種目不成立のため、女子３部とオープン試合をし
て、女子２部として表彰しました。

1

4

男子単５部 11

男子単６部 9

女子単４部 15

女子単５部 17

女子単６部 5

男子単１部 4

男子単２部 19

男子単３部 17

男子単４部 29

男子団体２部 14
江口海①/満山竜大①/
奥田丈瑠①

大沼克彰④/胡摩崎樹
②/畠山広仁②

伊藤伸一④/佐々木和
志④/伊藤大生(高3)

安達麗(中2)/入澤菜月
(中2)/吉田瑠菜(中2)

第32回大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2018.9.2(日) 江別市民体育館】

男子団体１部 8
佐藤一樹②/小林宏幸
②/大槻達也②

三浦秀太郎(高3)/堺涼
(高3)/竹岡龍我(高2)

木野稜悟②/明道大征
(高1)/松木颯矢斗(中2)



歴代入賞者 2023/4/9(7/24)

種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数
仲良しＡ 札幌英藍高校 北野中学校

ＳＭＡ 仲良しＢ 大麻高校ＯＢ

千歳高校イエロー フューチャー★スターＡ フューチャー★スターＢ

千歳高校Ｗｈｉｔｅ フューチャー★スターＤ フューチャー★スターＣ

フューチャー★スターＧ 江別少年団 三色団子

40

種　目 優　勝 準　優　勝 三　位 参加数

佐藤 勇士② 佐藤 一樹② 三浦 秀太郎（高２）
(北海道大学ＯＢ) (ＳＫＦ) (仲良し)
萩生田 俊輔（高２） 原 拓也（高２） 横山 薫⑤
(仲良し) (仲良し) (大谷地★クラブ)
鈴木 魁人（高３） 尾形 涼介② 今野 伊人③
(仲良し) (ぺぺ) (ホワイトウエーブ)
菊地 芳朗⑤ 松本 大和（中３） 小原 琉星（小６）
(ホワイトウエーブ) (チームＫ) (北野平小学校)
嘉島 佑太（中２） 鳴海 佑亮（小５） 臼井 廉太（高１）
(フューチャー★スター) (ヴィクトリーカフェ) (札幌丘珠高校)
鎌田 琉夢（中１） 眞岩 諄（小５） 浜田 匠都（小６）
(Ｋ－ＢＣ) (ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ)
小林 涼嘉（中１） 小野 優那（小５） 佐藤 萌香（高１）
(苫小牧エールＪｒ．Ｂ．Ｃ) (苫小牧エールＪｒ．Ｂ．Ｃ) (ヴィクトリーカフェ)
田中 奈々美（中２） 吉岡 実南（小６） 藤原 梨帆（中１）
(岩見沢市立明成中学校) (フューチャー★スター) (ヴィクトリーカフェ)
江川 舞星（小４） 宗田 妃羅（小５） 西田 祈生（小５）
(ヴィクトリーカフェ) (Ｋ－ＢＣ) (ヴィクトリーカフェ)
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8
内田梨心(小6)/吉岡実
南(小6)/堀内愛依(中1)

本間梓(小5)/青野紗知
(小4)/安元萌(小6)

掛川歩那(小5)/掛川華
加(小5)/川合那奈(小5)

合　計　

女子単６部 8

参加チーム数　合計

男子団体１部 8
三浦秀太郎(高2)/萩生
田俊輔(高2)/原拓也(高
2)

金谷省伍(高2)/須藤康
敬(高2)/山口侑也(高2)

木野舜悟(中3)/小原琉
伽(中3)/明道大征(中3)

男子団体２部 14
安達匠(中3)/讃渡悠杜
(中3)/松木颯矢斗(中1)

佐藤優太郎(高2)/毛利
銀蔵(高2)/小野航征(高
2)

落合勇貴②/中西正明
②/笹尾優斗①

男子団体３部 4
田上公太(高1)/佐々木
新(高1)/小西一平(中2)

橋本紘(小5)/佐々木裕
也②/有岡隼也(小6)

有岡大翔(小3)/吉岡正
昭⑤/橋本聖④

女子団体２部 6
岡田明日圭(高2)/筒渕
遥圭(高1)/佐々木海音
(高1)

金濱寧々(中2)/村尾幸
乃(中2)/植苗真優希(中
2)

男子単５部 7

男子単６部

水谷百花(中2)/前田結
衣(中2)/青野紗和(小6)

女子団体３部

第30回大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2018.3.10(土) 江別市民体育館】

13

女子単４部 19

女子単５部 8

男子単１部 4

男子単２部 11

男子単３部 19

男子単４部 31

第29回大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2017.11.11(土) 江別市民体育館】



歴代入賞者 2023/4/9(8/24)

種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数
ＢＲＲＯＣＯ 仲良し ｋ－ｍｅｍｂｅｒｓ１

手稲ミックス ホワイトウエーブ ＪＳＢ

堺クラブ 北野中学校Ｃ 北海道栄高等学校

ＡＫＹ フューチャー★スターＡ 厚別中学校

琴似中学校Ｂ 江別バドミントン少年団 フューチャー★スターＣ

41

第27回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2017.6.3(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数

木野 舜悟(中３) 水口 誠太③ 三浦 秀太郎(高２)
(北野中学校) (ＴＫ ＷＯＲＬＤ) (仲良し)
内山 泰孝② 萩生田 俊輔(高２) 佐野 博章④
(千歳科学技術大学) (仲良し) (旭川市役所)
村田 聖季(高３) 今野 伊人③ 小林 和紀④
(Ｋ－ＢＣ) (ホワイトウエーブ) (ヴィクトリーカフェ)
明道 大征(中３) 吉野 鴻(中３) 久保 沙佑(高２)
(北野中学校) (あいの里東中学校) (東豊)
高橋 瑞生(中３) 阿部 航大(中２) 池内 陵太朗(中２)
(琴似中学校) (北野中学校) (北野中学校)
国重 洸希(中１) 長島 瑳久(小６) 鳴海 佑亮(小５)
(新琴似中学校) (ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ)
西山 夢乃(中３) 小林 真琴④ 前田 香織③
(富良野バドミントンジュニアクラブ) (ヴィクトリーカフェ) (ＴＫ ＷＯＲＬＤ)
藤川 万佑子② 村田 夏菜(高３) 北浦 京花(小６)
(旭川市役所) (Ｋ－ＢＣ) (フューチャー★スター)
青野 紗和(小６) 青野 紗知(小４) 有岡 貴恵③
(小野幌小学校) (小野幌小学校) (大谷地★クラブ)
板垣 愛美(中１) 宗田 妃羅(小５) 川合 茜(中２)
(フューチャー★スター) (Ｋ－ＢＣ) (フューチャー★スター)

132

男子単１部 6

男子単２部 16

男子単３部 16

男子単４部 30

男子単５部 18

男子単６部 14

女子単３部 3

女子単４部 11

女子単５部 12

女子単６部 6

合　計　

参加チーム数　合計

9

15

5

5

7

男子団体３部 岡田 賢一⑤/和田 猛
⑦/堤 伸弘⑤

穴澤 猛(中2)山本 藍翔
(中2)/福士 拓海(中2)

神原 秀征(高2)/八谷
侑(高2)/小林 潤平(高
2)

女子団体２部
水野 宥(高1)/北浦 京
花(小6)/山下 有沙(高
2)

青野 紗和(小6)/北出
桃菜(中3)/小松 莉子
(中1)

松島 月杏(中2)/田沼
美佑(中2)/及川 愛菜
(中2)

男子団体１部 木村 優希②/工藤 悠
斗②/布川 祐輔②

三浦 秀太郎(高2)/萩生
田 俊輔(高2)/原 拓也
(高2)

佐藤 一樹②/村尾 勇
樹①/椿原 宥輝②

男子団体２部
青野 翔大(高1)/竹岡
龍我(高1)/石戸谷 優貴
(高1)

女子団体３部
三木 彩音(中3)/三浦
茜(中3)/森田 陽菜(中
3)

青野 紗知(小4)/安元
萌(小6)/宮本 実旺(中
1)

川合 茜(中2)/掛川 歩
那(小5)/掛川 華加(小
5)

菊地 芳朗⑤/針ヶ谷 拓
己④/今野 伊人③

山田 翔太②/井上 健
太郎②/熊谷 綾人②

第28回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2017.8.5(土) 札幌市豊平区体育館】



歴代入賞者 2023/4/9(9/24)

種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数
大谷地★クラブＢ ＲＨＯ 札幌藻岩

ｋ－ｍｅｍｂｅｒｓ２ ホワイトウエーブ 大谷地★クラブＤ

札幌丘珠高校 北野中学校Ｂ 北野中学校Ｃ

旭川市立忠和中学校Ｂ 大麻高校Ａ ＡＫＹ

北野中学校Ｄ 小野幌小学校 平岡中央中学校

40

第25回 大谷地クラブオープン きたえーる大会(個人戦)【2016.8.16(火) 北海道立総合体育センター】
種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数

椿原 宥輝② 松本 恵吾② 佐藤 一樹②
(チームＳ) (大谷地★クラブ) (ＳＫＦ)
井利元 宙夢（高３） 中谷 虹季（高３） 入口 虎太郎（高３）
(ＳＫＦ) (プロショップヤマノ) (ＳＫＦ)
萩生田 俊輔（高１） 福島 翔太② 小林 和紀④
(札幌北陵高校) (北海道文教大学) (ヴィクトリーカフェ)
今野 伊人② 阿部 潤③ 阪上 脩斗（中３）
(ホワイトウエーブ) (極羽) (もみじ台中学校)
佐藤 勇優（中２） 柿沼 和幸⑤ 堀 天斗夢（中２）
(千歳市立北斗中学校) (サタデークラブ) (ヴィクトリーカフェ)
折田 裕希（中１） 野尻 大和（中１） 国重 洸希（小６）
(エスバドクラブ) (エスバドクラブ) (ヴィクトリーカフェ)
青木 志帆（高２）
(Ｍ・Ｂ・Ｃ)
遠藤 由唯（中３）
(清田中学校)
木戸 優菜（高２） 山下 有沙（高１）
(北広島高校) (北広島高校)
西山 夢乃（中２） 佐藤 晴夏（高２） 石塚 凛花（中２）
(富良野ジュニア) (国際情報高校) (江別少年団)
高島 佳鈴（中２） 北浦 京花（小５） 古田 夏帆（中２）
(江別市立大麻東中学校) (フューチャー★スター) (江別市立大麻東中学校)

木村 尊（小６） 黒田 悠霞子（中１） 田中 奈々美（中１）
(ヴィクトリーカフェ) (元町中学校) (エスバドクラブ)

184

天水 峰大(中1)/鷹尾
恭介(中1)/福士 拓海
(中1)

女子団体２部 8
鈴木 唯央(中2)/志摩
紗希(中1)/渡部 笑菜
(中1)

能登屋 妃南(高2)/山田
萌生(高2)/漆原 理乃
(高2)

山下 有沙(高1)/木戸
優菜(高2)/北浦 京花
(小5)

女子団体３部 6
斎藤 和佳(中1)/佐竹
令菜(中1)/山館 奈央子
(中1)

青野 紗知(小3)/青野
紗和(小5)/安元 萌(小
5)

金濱 寧々(中1)/村尾
幸乃(中1)/及川 ひなの
(中1)

参加チーム数　合計

第26回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2017.3.11(土)　江別市民体育館】

男子団体１部 8
木野 稜悟①/東海林
尚輝(高3)/木野 舜悟
(中2)

三浦 秀太郎(高1)/萩生
田 俊輔(高1)/岸田 侑
也②

大島 勇太郎①/泉澤
宏至(高3)/井上 岳(高
2)

男子団体２部 14
熊谷 眞吾(高1)/片岡
大蔵②/中村 銀次郎
(高4)

菊地 芳朗⑤/田中 義
仁⑤/佐藤 信④

佐々木 博一④/森田
健太郎④/吉田 真③

男子団体３部 4
鈴木 暖人(高1)/三上
大和(高1)/和泉 雄大
(高1)

池内 陵太朗(中1)/上野
海(中1)/小原 琉星(小
5)

10

男子単２部 8

男子単３部 22

男子単４部 49

男子単５部 29

男子単１部

女子単４部 15

女子単５部 31

女子単６部 10

参加者合計

男子単６部 6

女子単１部
女子１～３部は「種目不成立」のため、４人で総
当り戦を行い、その後に種目別に表彰しました。

1

女子単２部 1

女子単３部 2



歴代入賞者 2023/4/9(10/24)

第24回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2016.5.14(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数

木野 舜悟（中２） 鵜野 十起也① 橋場 孝啓⑤
(北野中学校) (北海商科大学) (乾杯倶楽部)
戸井 文弥（高４） 馬場 康綺（中３） 木戸 渓人（中３）
(ＳＫＦ) (江別市立大麻中学校) (もみじ台中学校)
佐々木 和志④ 蜜石 雅聡③ 小林 和紀④
(ＮＯ－ＴＩＴＬＥ) (ｆｒｅｅ) (ヴィクトリーカフェ)
小原 琉伽（中２） 菊地 芳朗⑤ 上村 脩弥（中３）
(北野中学校) (ホワイトウエーブ) (札幌篠路)
本橋 涼（中３） 戸城 涼太（中２） 新谷 悠太（中２）
(信濃中学校) (北野中学校) (エスバドクラブ)
根本 裕多（中２） 石川 顕佑（中１） 伊澤 ルイ（中２）
(中の島中学校) (ｈｉｓ) (ｈｉｓ)

女子単１部
女子単２部

遠藤 由唯（中３） 佐々木 乙嶺（高２） 中江 ひより（高１）
(清田中学校) (札幌英藍高校) (札幌英藍高校)
高橋 来海（中３） 梅木 まこと④ 山下 有沙（高１）
(月寒中学校) (ヴィクトリーカフェ) (北広島高校)
浅井 妃乃（小６） 高橋 弘奈（中１） 今井 千晴（中３）
(ヴィクトリーカフェ) (フューチャー★スター) (フューチャー★スター)
半田 美望花（中２） 齋藤 和佳（中１） 木村 尊（小６）
(厚別南中学校) (フューチャー★スター) (ヴィクトリーカフェ)

116

第23回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2016.3.12(土) 江別市民体育館】

種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数

チームハヤブサ ＳＫＦ 大谷地★クラブＡ
中村敏人(中3)/小林東
矢(中3)/堺涼(中3)

佐藤一樹②/朝日圭吾
(高2)/笠井大輔(高3)

木野稜悟①/入江元太
(高3)/木野舜悟(中1)

チームＹＴＫ ＡＢＣ 札幌北高校Ａ
木戸渓人(中2)/竹田颯
汰(中2)/山田流碧(中2)

戸井文弥(高2)/佐藤匠
(高3)/小山優輝(高2)

木島吏基(高1)/坪田眞
初(高1)/吉川元人(高1)

大谷地★クラブＢ ゴールデンシャトル フューチャー★スターＦ
伊藤裕樹④/木島雄二
⑤/上村一治⑤

加藤誉士(小5)/岡田翼
(小5)/今桜介(小6)

安里長大(中1)/太田遥
斗(小6)/中村隼人(小5)

旭川市立忠和中学校Ｂ チームＹＯＵ森
佐藤澪(中2)/漆畑ほの
か中2)/志摩玖留(中2)

森小遥(中1)/漆風花(中
1)/遠谷佑奈(中2)

チームＹＯＵ岡田 チームＹＯＵ野上 札幌北高校Ｂ
岡田茉夕(中2)/中牟田
リラ(中2)/開発茉子(小
6)

野上結菜(小6)/長谷楓
香(小6)/佐藤花乃(小6)

常本萌々花(高1)/辻颯
月(高1)/渡部真子(高1)

旭川市立東陽中学校 ヴィクトリーカフェＡ 厚別北中学校
佐藤由芽香(中2)/藤井
美優(中2)/入山芙羽(中
1)

木村雅(中3)/近藤みき
の(中3)/藤井りる(小4)

早坂啓(中2)/中田遥奈
(中2)/坂本彩名(中2)

40

14

男子単１部

男子単２部

男子単３部

男子単４部

男子単５部

男子単６部

エントリーがなく種目不成立

参加チーム数　合計

参加者合計

女子単３部

女子単４部

女子単５部

女子単６部

7

11

女子団体１部 2

女子１部は種目不成立。女子２
部とオープン試合を行い、その
後、女子１部の決勝を行い表彰
しました。

男子団体１部 4

男子団体２部 12

男子団体３部 3

女子団体２部 8

女子団体３部

4

16

12

8

0

6

6

12

31



歴代入賞者 2023/4/9(11/24)

第22回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2015.11.14(土) 江別市民体育館】
種　　目 優　　勝 準　優　勝 三　　位 参加数

木野 稜悟① 木野 舜悟（中１）
(清田高校ＯＢ) (北野中学校)
三浦 秀太郎（中３） 橋村 亮一②
(ヴィクトリーカフェ) (札幌学院大学)
馬場 康綺（中２） 有岡 亮祐（中３） 小林 和紀④
(江別市立大麻中学校) (ぴっぷりん) (ヴィクトリーカフェ)
木戸 渓人（中２） 角井 庸力（高３） 奥田 将朝③
(もみじ台中学校) (札幌平岡高校) (札幌篠路)
近井 康平② 外崎 悦史（高３） 菅原 啓太③
(登別青嶺高校ＯＢ) (北海道栄高校) (富川ジュニアバドミントンクラブ)

迫 柊雅（中１） 有馬 颯太（小６） 安里 長大（中１）
(江別市立大麻中学校) (ヴィクトリーカフェ) (中の島中学校)

女子単１部
女子単２部
女子単３部

木戸 優菜（高１） 小野寺 桃花（中３） 田原 史織（中２）
(北広島高校) (富川ジュニアバドミントンクラブ) (江別市立大麻東中学校)

杉尾 琴音（小６） 木村 雅（中３） 宗田 未優（中２）
(千歳北信濃) (ヴィクトリーカフェ) (Ｋ－ＢＣ)
浅井 妃乃（小５） 北浦 京花（小４） 禮堂 早喜（中１）
(ヴィクトリーカフェ) (フューチャー★スター) (江別市立大麻中学校)

120

第21回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2015.8.8(土) 札幌市豊平区体育館】

種　目 優　勝 準 優 勝 三　位 参加数

木野 舜悟（中１） 木野 稜悟① 岡元 俊③
(北野中学校) (清田高校ＯＢ) (羽ッくす)
三浦 秀太郎（中３） 鈴木 雄也（中２） 沼田 優太②
(ヴィクトリーカフェ) (エスバドクラブ) (ヴィクトリーカフェ)
有岡 亮祐（中３） 峰岸 尚弥（高２） 菊地 芳朗⑤
(ぴっぷりん) (札幌英藍高校) (ホワイトウエーブ)
佐藤 瑞貴（中２） 有岡 修治⑤ 菅原 一聡（小４）
(札幌篠路) (ぴっぷりん) (富川ジュニアバドミントンクラブ)

小原 琉星（小４） 有馬 颯太（小６） 津谷 真輝（中１）
(北野平小学校) (ヴィクトリーカフェ) (江別市立大麻中学校)
青木 志帆（高１） 安田 恵里③
(立命館慶祥) (ヴィクトリーカフェ)
佐々木 乙嶺（高１）
(札幌英藍高校)
中江 ひより（中３） 小野寺 桃花（中３） 遠藤 由唯（中２）
(あいの里東中学校) (富川ジュニアバドミントンクラブ) (清田中学校)
木下 幸香（中２） 米津 彩加（高１） 高橋 宥梨菜（中２）
(もみじ台中学校) (立命館慶祥) (あいの里東中学校)
荒木 めぐみ（小４） 冨澤 咲弥佳（中１） 高橋 弘奈（小６）
(千歳市立信濃小学校) (江別市立大麻中学校) (フューチャー★スター)

140参加者合計

2

2

7

26

21

9

0

14

11

28

男子単１部 5

男子単３部

参加者合計

女子単４部

女子単５部

女子単６部

男子単１部

男子単２部

男子単３部

男子単４部

男子単５部

男子単６部

エントリーがなく種目不成立

種目不成立のため１部と２部
とでオープン試合を行い、各
種目として表彰しました。

18

男子単４部 29

男子単５部 21

女子単４部 21

女子単５部 14

女子単６部 19

男子単６部 10

女子単２部 2

女子単３部 1



歴代入賞者 2023/4/9(12/24)

第20回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2015.5.16(土) 札幌市豊平区体育館】

種　目 優　勝 準 優 勝 三　位 参加数

奥山 寛和③ 鵜野 十起也① 松本 恵吾②
(ＯＢＡＸ （オバックス）) (ｎｏ ｎａｍｅ) (大谷地★クラブ)
木野 舜悟（中１） 及川 つくし① 入江 元太（高３）
(北野中学校) (ＯＢＡＸ （オバックス）) (札幌南高校)
服部 稜央（高２） 松山 史弥（高３） 佐々木 亮輔①
(札幌南高校) (札幌南高校) (江別高校ＯＢ)
石井 竣貴（高１） 大森 敬太（高２） 渡辺 靖庸③
(向陽台中ＯＢ) (札幌南高校) (深川中ＯＢ)
松木 颯矢斗（小５） 小原 琉伽（中１） 佐藤 祐太（中１）
(白石ジュニア) (北野中学校) (北野中学校)
中村 真也（中２） 中村 悠汰（中２） 有馬 颯太（小６）
(平岡中学校) (平岡中学校) (ヴィクトリーカフェ)
安田 恵里③
(ヴィクトリーカフェ)
畠山 莉音（中２） 鴻上 鈴佳（中３） 中野 琴絵（小６）
(白石ジュニア) (サンク倶楽部) (ＯＢＡＸ （オバックス）)
佐々木 乙嶺（高１） 武田 詩絵里（中３） 遠藤 由唯（中２）
(札幌英藍高校) (真栄中学校) (清田中学校)
小林 瑞季（中２） 笹尾 優衣（中２） 川島 乙葉（小５）
(ヴィクトリーカフェ) (白石ジュニア) (西部スイング)
能登 絢花（小３） 阿部 穂乃果（小４） 工藤 璃桜（小５）
(白石ジュニア) (白石ジュニア) (南小羽球教室)

121

第19回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)【2015.2.14(土) 江別市民体育館】

種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数

大谷地★クラブＡ

永井潤③/木村優希②/
松本恵吾②

Prince of Badminton 札幌南工業 千歳高校Ａ

奥村拓哉(高2)/入江元
太(高2)/木野舜悟(小6)

伊藤博樹(高2)/山口翔
(高2)/森下恭介(高2)

近藤直哉(高2)/川上嘉
斗(高2)/田村大樹(高1)

バドライブ！ あいの里東Ｂ ＴＥＡＭ ＯＫＵＤＡ

佐藤匠(高2)/高橋佳祐
(高2)/高橋崚②

木島雄二⑤/上村一治
④/佐々木竜弥(中1)

奥田将朝③/佐藤瑞貴
(中1)/上村脩弥(中1)

千歳高校Ｄ 札幌大谷高校Ａ 北信濃
栗本真里那(高2)/大宮
亜樹菜(高2)/成田由佳
(高2)

星野瑞果(高2)/大石遥
(高1)/栗山奏(高1)

磯松真奈(中2)/海老名
凛(中1)/渡邉まどか(中
1)

札幌南 千歳市立勇舞中学校 岩見沢市立明成中学校Ｂ

新野実来(高2)/加藤彩
(高2)/吉原朋香(高2)

佐々木海音(中1)/松本
萌衣(中1)/山城凪瑳(中
1)

工藤育実(中1)/佐々木
あゆ(中1)/朝田海(中1)

40

参加者数　合計

4

9

29

13

男子単１部

男子単２部

男子単３部

男子単４部

男子単５部

男子単６部

女子単２部
種目不成立のため３部とオープン試合を行い、
女子２部として表彰しました。

1

13

9

17

5

18

女子単３部

女子単４部

女子単５部

女子単６部

3

参加チーム数　合計

男子団体１部

男子団体２部

女子団体２部

女子団体３部

男子１部は種目不成立。
２部とオープン試合を行い、男子１部として表彰
しました。

1

14

11

10

4

男子団体３部



歴代入賞者 2023/4/9(13/24)

第18回 大谷地クラブオープン 兼 第1回 スノーピーク杯 (個人戦)
【2014.10.18(土) 札幌市豊平区体育館】

種　目 優　勝 準 優 勝 参加数
橋本 瞬次郎（中３） 三上 健太② 松本 恵吾②
(岩見沢市立清園中学校) (Ｔｅａｍ ＫＥＮＴＡ) (大谷地★クラブ)
鵜野 十起也（高３） 大野 圭祐（高３） 谷口 博紀②
(ｎｉｓｉｐａ) (ＮＯ－ＴＩＴＬＥ) (ハイテク)
吉田 稜（中１） 中西 秀明（中３） 松井 英明②
(札幌大谷中学校) (ヘニョヘニョぱっくん) (芦別高校ＯＢ)
山口 翔（高２） 末永 学（高２） 石井 翔真（中３）
(札幌南高校) (札幌南高校) (ヘニョヘニョぱっくん)
大東 利章⑤ 山田 琉碧（中１） 木戸 渓人（中１）
(ＮＧＯ一杯の水) (信濃中学校) (もみじ台中学校)
小原 琉伽（小６） 阪上 脩斗（中１） 高久 大晴（中１）
(北野平小学校) (もみじ台中学校) (ヴィクトリーカフェ)
開発 莉子（中２） 佐々木 琴音（中３）
(シャトルハント) (ＮＯ－ＴＩＴＬＥ)
千葉 実乃里（中３） 安田 恵里③
(岩見沢市立光陵中学校) (ヴィクトリーカフェ)
遠谷 佑奈（中１） 開発 茉子（小５） 畠山 小雪（中１）
(白石ジュニア) (シャトルハント) (江別ＢＳ少年団)
山賀 優梨愛（中３） 畠山 莉音（中１） 山下 有沙（中２）
(ＮＯ－ＴＩＴＬＥ) (白石ジュニア) (西部スイング)
渡邉 まどか（中１） 吉原 朋香（高２） 遠藤 由唯（中１）
(千歳市立勇舞中学校) (札幌南高校) (清田中学校)
川島 乙葉（小４） 山城 凪瑳（中１） 佐々木 海音（中１）
(西部スイング) (千歳市立勇舞中学校) (千歳市立勇舞中学校)
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第17回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2014.6.28(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　勝 準 優 勝 参加数

田口 信人② 三上 健太② 吉田 健太①
(ハイテク) (Ｔｅａｍ ＫＥＮＴＡ) (北海学園大学)
伊藤 豪① 西谷 勇人② 大野 圭祐（高３）
(就活生) (就活生) (Ｎ０－ＴＩＴＬＥ)
郷原 遼（高３） 小林 和紀④ 鈴木 哲男②
(立命館慶祥高校) (ヴィクトリーカフェ) (チョコ)
岡崎 夏太（中１） 中谷 暖（中３） 吉江 秀哉（中３）
(大同ジュニア) (発寒中学校) (江別市立大麻中学校)
山口 侑也（中２） 後藤 優大（中１） 斎藤 颯（中２）
(あいの里東中学校) (発寒中学校) (ヴィクトリーカフェ)
馬場 康綺（中１） 佐々木 竜弥（中１） 正治 貴啓（中１）
(江別市立大麻中学校) (あいの里東中学校) (江別市立大麻中学校)
佐々木 琴音（中３） 佐々木 美月（高３） 安田 恵里③
(Ｎ０－ＴＩＴＬＥ) (Ｎ０－ＴＩＴＬＥ) (ヴィクトリーカフェ)
上杉 優奈（中３） 村田 梨於（中２） 遠谷 佑奈（中１）
(大同ジュニア) (大同ジュニア) (白石ジュニア)
開発 茉子（小５） 岡田 茉夕（中１） 畠山 莉音（中１）
(シャトルハント) (大同ジュニア) (白石ジュニア)
中江 ひより（中２） 佐藤 玲奈（中３） 大西 七星（中２）
(あいの里東中学校) (大同ジュニア) (大同ジュニア)
梶 菜摘（中１） 笹尾 優衣（中１） 高橋 宥梨菜（中１）
(江別市立大麻中学校) (フューチャー★スター) (あいの里東)
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男子単５部

男子単６部

女子単１部

三　位

女子単２部

女子１部と２部は種目不
成立のためオープン試合
を行い、種目別に表彰し
ました。

8

8

16

28

19

2

2

女子単６部

4

21

女子単３部

女子単４部

7

6

11

24

21

3

7男子単６部

女子単２部

10

11

7

6

8

男子単１部

男子単２部

男子単３部

男子単４部

女子単５部

女子単６部

24

12

参加者数　合計

三　位

男子単１部

男子単２部

男子単３部

男子単４部

男子単５部

参加者数　合計

女子単３部

女子単４部

女子単５部



歴代入賞者 2023/4/9(14/24)

第16回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦/団体戦)
＜個人戦＞ 【2014.3.22(土)-23(日) 江別市民体育館】

種　目 優　勝 準 優 勝 三　位 参加数
三上 健太② 木野 稜悟（高２） 田口 信人②
(Ｔｅａｍ ＫＥＮＴＡ) (札幌清田高校) (メディスポ)
横山 薫⑤ 大野 圭祐（高２） 今重 克哉（高２）
(大谷地★クラブ) (ＮＯ ＴＩＴＬＥ) (札幌工業)
原 優斗（高２） 和田 飛來（高２） 佐々木 和志④
(江別高校) (札幌工業) (ＮＯ ＴＩＴＬＥ)
郷原 遼（高２） 木野 舜悟（小５） 瀬戸 宗之助（高２）
(立命館慶祥高校) (北野平小学校) (立命館慶祥高校)
三浦 秀太郎（中１） 上村 知輝（中２） 菅野 子宇（高１）
(ヴィクトリーカフェ) (志文ＪＢＣ) (札幌山の手高校)
開発 莉子（中１） 安田 恵里③ 東海林 るみか（高３）
(シャトルハント) (ヴィクトリーカフェ) (ＢＢクラブ)
平子 友菜（高２） 佐々木 琴音（中２） 梅木 まこと④
(江別高校) (ＮＯ ＴＩＴＬＥ) (ヴィクトリーカフェ)
遠谷 佑奈（小６） 上原子 ちひろ（中１） 山賀 優梨愛（中２）
(白石ジュニア) (志文ＪＢＣ) (友誘遊)
中川 晴蓮（小６） 西村 紗彩（小５） 畠山 莉音（小６）
(志文ＪＢＣ) (志文ＪＢＣ) (白石ジュニア)
小林 瑞季（小６） 飯田 栞菜（小５） 小保内 彩名（小３）
(ヴィクトリーカフェ) (白石ジュニア) (西部スイング)

136

＜団体戦＞
種　目 優　勝 準優勝 三　位 参加数

ＤＯＦＲＥＥ チームＳＫＴ ＮＩＮＪＡ

佐藤巧②/奥井和暉②/
八木賢太(高3)

木野稜悟(高2)/竹下大
介④/東海林尚輝(中3)

中村敏人(中1)/小林東
矢(中1)/溝渕海太(中3)

ＡＢＣ ＮＯ ＴＩＴＬＥ Ａ ヴィクトリーカフェＡ

原優斗(高2)/野崎尋斗
(高2)/鶴木諒介(高2)

佐々木和志④/米田慎
吾②/大野圭祐(高2)

小林和紀④/吉田敬幸
②/岸田侑也②

ヴィクトリーカフェＢ Prince of Badminton Jr.

小松真斗(中2)/三浦秀
太郎(中2)/斎藤颯(中1)

加藤誉士(小3)/奥村和
哉(小4)/近藤強(中2)

ＤＯＦＲＥＥ（松） ＤＯＦＲＥＥ（桜） ＮＯ ＴＩＴＬＥ Ｂ

野嶋真奈美③/内田麻
依子②/渡辺真以子②

成田静恵③/宇野亜紀
③/山岸歌純(高3)

佐々木美月(高2)/佐々
木琴音(中2)/関村結可
(高2)

青もみＺ
小野寺朱音(中2)/横山
友香(中2)/木戸優菜(中
2)
志文ＪＢＣ 札幌大谷 ＹＵＫＩＤＡＲＵＭＡ
上原子ちひろ(中1)/中
川晴蓮(小6)/西村紗彩
(小5)

星野瑞果(高1)/奥野未
来(高1)/箕岡彩夏(高2)

畠山莉音(小6)/土井川
舞花(小6)/田垣汐理(小
5)

27

女子単６部

参加チーム数　合計

参加者数　合計

4

10

2

4

1

6

女子２部は種目不成立。
３部とオープン試合を行い、女子２部として表彰
しました。

男子３部は種目不成立。２部
とオープン試合を行い、その
後、男子３部の決勝を行い
表彰しました。

男子団体１部

男子団体２部

男子団体３部

女子団体１部

女子団体２部

女子団体３部

7

5

22

3

3

14

25

13

男子単５部

女子単２部

女子単３部

女子単４部

男子単１部

男子単２部

男子単３部

男子単４部

女子単５部

23

21



歴代入賞者 2023/4/9(15/24)

種　目 優　勝 準 優 勝 三　位 参加数

岩川 倭② 奥山 祐輝② 田口 信人②
(札幌手稲) (ノースナイン) (ＮＯ ＴＩＴＬＥ)
横山 太一（高３） 横山 薫⑤ 堀井 龍馬（高２）
(フリー) (大谷地★クラブ) (駒澤大学付属苫小牧高等学校)

今重 克哉（高２） 大野 圭祐（高２） 中西 秀明（中２）
(札幌工業高校) (ＮＯ ＴＩＴＬＥ) (江別市立大麻中学校)
小林 和紀④ 岡田 賢一⑤ 斉藤 彰司②
(ヴィクトリーカフェ) (札高養) (ＮＯ ＴＩＴＬＥ)
上村 紘輝（中２） 林 宏樹④ 上原 達也（中１）
(志文ＪＢＣ) (上野幌中央) (江別市立大麻中学校)
鈴木 彩（高３） 安田 恵里③ 東海林 るみか（高３）
(ｔｈｅ．ｍ．ｉ．ｓ) (ヴィクトリーカフェ) (ＢＢチーム)
佐々木 美月（高２） 梅木 まこと④ 佐藤 円香（高３）
(ＮＯ ＴＩＴＬＥ) (ヴィクトリーカフェ) (柏丘ＯＢ)
佐々木 琴音（中２） 中村 柚香（中１） 末武 小麦（中３）
(ＮＯ ＴＩＴＬＥ) (江別市立第一中学校) (大谷地★クラブ)
開発 茉子（小４） 岡部 萌（中１） 山賀 優梨愛（中２）
(シャトルハント) (江別市立中央中学校) (友誘遊)
遠藤 茉子（中１） 森田 杏奈（中１） 小林 瑞季（小６）
(江別市立大麻中学校) (江別市立大麻中学校) (ヴィクトリーカフェ)
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3男子単２部

9男子単１部

女子単５部

第15回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2014.1.25(土)　江別市民体育館】

23

28

16

17男子単３部

男子単４部

男子単５部

参加者数　合計

13

女子単６部

女子単４部

4

3女子単２部

女子単３部

20



歴代入賞者 2023/4/9(16/24)

種　目 優　勝 準 優 勝 参加数
楢山 和紀② 山下 大智② 奥山 祐輝②
(札幌龍谷) (Ｈ．Ｉ．Ｄ．Ｅ．クラブ) (Ｈ．Ｉ．Ｄ．Ｅ．クラブ)
阿部 啓太(中３) 東海林 尚輝(中３) 横山 薫④
(アベンジャーズ) (札苗北中学校) (大谷地★クラブ)
宮本 猛(高１) 佐々木 和志④ 大野 圭祐(高２)
(☆ＵＮＩＴＥ☆) (ＮＯ ＴＩＴＬＥ) (ＮＯ ＴＩＴＬＥ)
今重 克哉(高２) 飴谷 裕次郎① 柳谷 勝也(高１)
(札幌工業) (大谷地★クラブ) (札幌工業)
寺垣 洸一朗(中１) 木島 吏基(中２) 高橋 潤基(中３)
(港南飛翔Ｊｒ) (あいの里東中学校) (あいの里東中学校)
菅原 靖(中１) 本間 遥己(小６) 杉森 裕斗(中１)
(白石中学校) (ヴィクトリーカフェ) (篠路西中学校)
水上 春菜(中１) 兼本 咲季(高２) 安田 恵里③
(白石ジュニア) (札幌龍谷) (ヴィクトリーカフェ)
横井 紅音② 梅木 まこと④ 東海林 るみか(高３)
(ＮＯ ＴＩＴＬＥ) (ヴィクトリーカフェ) (ＢＢチーム)
佐々木 美月(高２) 本田 美知花(中３) 末武 小麦(中３)
(ＮＯ ＴＩＴＬＥ) (アベンジャーズ) (柏ケ丘中学校)
遠谷 佑奈(小６) 高橋 真紀⑤ 佐々木 乙嶺(中２)
(白石ジュニア) (豊里町内会) (あいの里東中学校)
末武 桜来(中１) 宮本 果恵(小６) 小林 瑞季(小６)
(柏ケ丘中学校) (ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ)

180

種　目 優　勝 準 優 勝 参加数
松本 恵吾② 見附 慶祐（高３） 木村 健稔②
(大谷地★クラブ) (Ｔｅａｍ Ｆｕｓｉｏｎ) (道体育)
永井 潤③ 横山 薫④ 東海林 尚輝（中３）
(北大職員バド部) (大谷地★クラブ) (Ｔｅａｍ Ｆｕｓｉｏｎ)
坂元 悠太（中３） 星川 貴大① 阿部 啓太（中３）
(バド倶楽部) (大谷地★クラブ) (Ｔｅａｍ Ｆｕｓｉｏｎ)
佐藤 広夢（中３） 奥村 拓哉（高１） 高野 大地②
(あいの里東中学校) (札幌南高校) (スターズ＆ライトニング)
鈴木 洸弥（中３） 沼田 紀天（中３） 菊池 たくと①
(あいの里東中学校) (江別市立大麻中学校) (フライト)
近藤 強（中２） 奥村 和哉（小４） 本間 大貴（中１）
(ヴィクトリーカフェ) (平岡公園小学校) (フューチャー★スター)
臼杵 優倖① 野開 彩① 東海林 るみか（高３）
(道体育) (道体育) (Ｔｅａｍ Ｆｕｓｉｏｎ)
青木 志帆（中２） 高橋 来海（小６） 山崎 槙紗（中３）
(立命館慶祥中学校) (白石ジュニア) (Ｔｅａｍ Ｆｕｓｉｏｎ)
佐々木 琴音（中２） 原子 美来（中３） 佐藤 晴夏（中２）
(ＮＯ ＴＩＴＬＥ) (Ｔｅａｍ Ｆｕｓｉｏｎ) (八軒中学校)
米津 彩加（中２） 宮本 果恵（小６） 田垣 汐理（小５）
(立命館慶祥中学校) (ヴィクトリーカフェ) (清田ジュニアバドミントン少年団)
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6

22

34

9

10

48

32

5

第13回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2013.5.18(土)　札幌市豊平区体育館】
三　位

男子単１部

男子単２部

5

7

参加者数　合計

女子単４部

女子単５部

女子単６部

20

20

27

20

4

男子単３部

男子単４部

男子単５部

男子単６部

参加者数　合計

女子単３部

女子単４部

女子単５部

女子単６部

女子単３部

女子単２部

男子単２部

男子単３部

男子単４部

男子単５部

男子単６部

4

3

12

20

40

10

第14回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)【2013.9.21(土)　札幌市豊平区体育館】
三　位

男子単１部



歴代入賞者 2023/4/9(17/24)

第12回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦/団体戦)
＜個人戦＞ 【2013.3.23(土)-24(日) 江別市民体育館】

種　目 優　勝 準 優 勝 参加数
木村 優希② 佐々木 啓輔② 見附 慶祐（高２）
(ノースナイン) (札教) (白石ＷＩＮ)
高西 翔大（中３） 笠井 大祐（中３） 田坂 卓也②
(白石ＷＩＮ) (Ａｎｇｅｌｓ) (札教)
東海林 尚輝（中２） 佐々木 和志④ 阿部 啓太（中２）
(白石ＷＩＮ) (ＮＯ ＴＩＴＬＥ) (白石ＷＩＮ)
村津 翔太（中２） 斉藤 竜児（中２） 渡辺 靖庸③
(あいの里東中学校) (フューチャー★スター) (深川中ＯＢ)
高井 翔太郎（中２） 三浦 秀太郎（小６） 本間 遥己（小５）
(白石ジュニア) (ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ)
安田 恵里③
(ヴィクトリーカフェ)
小田 麻以（高２） 大浅 香乃（高２） 荒生 夕希菜（高２）
(札幌山の手高校) (札幌山の手高校) (札幌山の手高校)
宮坂 志穂（高１） 東海林 むつみ② 庵 咲菜（高１）
(札幌山の手高校) (大谷地★クラブ) (札幌山の手高校)
渡邊 静宮（小６） 服部 輝来（中１） 高橋 来海（小５）
(白石ＷＩＮ) (藻岩中学校) (白石ジュニア)
遠谷 佑奈（小５） 中村 柚香（小６） 佐藤 晴夏（中１）
(白石ジュニア) (江別市立上江別小学校) (八軒中学校)

160

＜団体戦＞

種　目 優　勝 準 優 勝 参加数

ヴィクトリーカフェＡ

松尾秀一④/小室智晴
④/小林和紀④

白石ＷＩＮ・Ｃ チームＹＯＵ・Ａ 白石ＷＩＮ・Ａ

東海林尚輝(中2)/阿部
啓太(中2)/坂元悠太(中
2)

浦田皓平(中2)/曽山友
佑(中2)/橋本和弥(中2)

宮本猛(中3)/平山猛(中
3)/清水哲平(中3)

江別市立大麻中学校Ｃ 江別市立大麻中学校Ｄ Prince Of Badminton Jr.

秋保柊人(中2)/野坂恵
誠(中2)/吉江秀哉(中1)

牧優太(中1)/扇谷直希
(中1)/山崎大治(中2)

近藤強(中1)/本間大貴(小
6)/奥村和哉(小3)

チームＹＯＵ・Ｂ ＨＡＮＡＭＡＲＵ 白石ＷＩＮ・Ｈ

鈴木美羽(中2)/上杉明
日香(中3)/上杉優奈(中
1)

水上春菜(小6)/大宮
菜々花(小6)/漆好花(小
6)

鈴木彩(高2)/東海林む
つみ②/小林奈子(高3)

ＴＮＫ 白石ＷＩＮ・Ｆ ＨＩＭＥ

尾崎綾香②/土屋沙生
②/北谷美沙紀②

岡本莉歩(中2)/渡邊静
宮(小6)/坂上瑠那(小3)

寿見瑠留香(中3)/桂田
真衣(中2)/瀧本知紗(中
1)

40

8

10

41

19

5

1

9

17

5

26

28

13

1

三　位

男子単１部

男子単３部

男子単４部

男子単５部

男子単６部

男子団体２部

男子団体３部

女子団体２部

参加者数　合計

三　位

男子団体１部
男子１部は種目不成立のため２部とオープン試
合を行い、表彰しました。

女子単２部
女子２部は種目不成立のため３部とオープン試
合を行い、表彰しました。

女子単３部

女子単４部

女子単５部

女子単６部

女子団体３部

参加チーム数　合計

8

9



歴代入賞者 2023/4/9(18/24)

第11回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)　【2013.1.5(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

鷹野 文耶② 五十嵐 大地③ 木野 稜悟（高１）
(札幌国際大学) (札幌ユーバクラブ) (札幌清田高校)
見附 慶祐（高２） 吉田 真② 永井 潤②
(白石ＷＩＮ) (大谷地★クラブ) (北大職員バド部)
木村 優希② 高西 翔大（中３） 佐々木 博一③
(ノースナイン) (大谷地★クラブ) (大谷地★クラブ)
水上 拓美（中３） 東海林 尚輝（中２） 宮本 猛（中３）
(白石ジュニア) (白石ＷＩＮ) (白石ＷＩＮ)
堺 涼（小６） 中村 敏人（小６） 星野 健太（中１）
(白石ジュニア) (白石ジュニア) (真駒内曙中学校)
宮坂 神弥（中２） 星野 慧（小５） 阿部 祥弥（中１）
(岩見沢市立明成中学校) (南小学校) (フューチャー★スター)
開発 莉子（小６）
(シャトルハント)
梅木 まこと④ 東海林 るみか（高２）
(ヴィクトリーカフェ) (ＢＢクラブ)
高橋 愛侑（中２） 青木 志帆（中１） 磯野 遥（中２）
(篠路西中学校) (Ｍ・Ｂ・Ｃ) (篠路西中学校)
水上 春菜（小６） 大宮 菜々花（小６） 中野 七海（高２）
(白石ジュニア) (白石ジュニア) (札幌大谷高校)
桂田 真衣（中２） 高橋 来海（小５） 瀧本 知紗（中２）
(白石ジュニア) (白石ジュニア) (白石ジュニア)

139参加者合計

2

三　位

1

5

4

4

31

男子単５部

男子単６部

男子単４部

18

13

17

女子単４部

女子単５部

女子単３部

女子単２部

男子単１部

男子単２部

男子単３部

女子単６部 38

6



歴代入賞者 2023/4/9(19/24)

第10回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(団体戦)　【2012.7.28(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

海上保安庁 Ｔｅａｍ Ｆｕｓｉｏｎ 大谷地★クラブ
山下隆之④/高本邦博
③/岡嶋秀幸②

市川達也②/小原崇②/
渡辺一馬②

鷹野文耶②/竹下大介
③/横山薫④

ヴィクトリーカフェ 白石ＷＩＮ Ｍ・Ｂ・Ｃ・Ａ
小林和紀④/小室智晴
④/松尾秀一④

宮本猛(中3)/坂上勇樹
(中3)/平山武(中3)

滝本康洋②/金子周助
③/湯浅眞太郎②

あやめ野 Ｐｒｉｎｃｅ ｏｆ Ｂａｄｍｉｎｔｏｎ ＦＬＩＧＨＴ
田邊広大(中3)/大和田
裕介(中3)/角井庸力(中
3)

木野舜悟(小4)/入江元
太(中3)/奥村拓哉(中3)

菊池琢杜(高3)/加藤大
明②/川内隆宏②

ヴィクトリーカフェ Ｍ・Ｂ・Ｃ ＢＢクラブ
安田恵里③/岩崎愛来
(中3)/佐藤奈海②

岩本夏奈(中1)/佐藤莉
乃佳(中2)/青木志帆(中
1)

澤田華乃①/東海林む
つみ②/東海林るみか
(高2)

白石ジュニアＢ 大谷地ベストパートナーＢ 白石ＷＩＮ・Ｂ
水上春菜(小6)/大宮
菜々花(小6)/高橋来海
(小5)

向江美咲(中3)/佐藤舞
花(中3)/小林奈子(高3)

古賀遥香(中3)/宮下梨
紗(中3)/楠澪音(中3)

47

第9回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)　【2012.3.24(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

齋藤 誼輝(高２) 赤石 正輝(高２) 橋場 孝啓④
(札幌西陵高校) (札幌西陵高校) (乾杯倶楽部)
早坂 信哉(高３) 角川 佳樹(高３) 横山 薫④
(ＨＡＧＥＸ) (ＨＡＧＥＸ) (大谷地★クラブ)
木野 稜悟(中３) 吉田 真② 二木 大輔②
(北野中学校) (札幌平岸高校ＯＢ) (札幌平岸高校ＯＢ)
小室 智晴④ 小林 和紀④ 阿部 靖矢②
(ヴィクトリーカフェ) (ヴィクトリーカフェ) (北大医学部)
高西 翔大(中２) 野川 哲平② 入江 元太(中２)
(信濃中学校) (大谷地★クラブ) (フューチャー★スター)
木野 舜悟(小３) 清水 航平(小６) 森 勝義(小６)
(フューチャー★スター) (フューチャー★スター) (フューチャー★スター)
吉田 楓(高２) 山下 桃奈(高２) 宇賀 望未（高２）
(札幌西陵高校) (札幌西陵高校) (札幌西陵高校)
開発 莉子(小５) 梅木 まこと④ 土佐 京花(高１)
(シャトルハント) (ヴィクトリーカフェ) (札幌西陵高校)
山田 瑛乃(中１) 東海林 るみか(高１) 成田 麻美(中３)
(フューチャー★スター) (ＢＢクラブ) (フューチャー★スター)
東海林 むつみ② 小林 奈子(高２) 青木 志帆(小６)
(札幌学院大学) (札幌大谷高校) (Ｍ・Ｂ・Ｃ)
開発 茉子(小２) 関根 理乃(高２) 下村 未来(高１)
(シャトルハント) (札幌大谷高校) (札幌大谷高校)

140

三　位

三　位

8

17

女子単２部

女子単６部 11

6

女子単３部 5

女子単４部

女子単５部 12

男子単１部

男子単２部 7

男子単３部

男子単４部 25

男子単５部

21

21

男子単６部

参加者合計

7

8

8

15

4

12

女子団体２部

女子団体３部

参加チーム合計

男子団体３部

男子団体１部

男子団体２部



歴代入賞者 2023/4/9(20/24)

第8回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦/団体戦)
＜個人戦＞ 【2011.9.23(土)-24(日) 江別市民体育館】

種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

奥山 和也⑤ 全先 清博② 松本 恵吾②
(小樽) (福井野体振) (大谷地★クラブ)
永井 潤② 阿部 剛④ 仙石 敏④
(ｓａｚａｎ１０５) (釧路フライト) (ＭＯＩＷＡ)
坂口 優馬（高２） 小林 和紀④ 坂口 健斗（中２）
(岩見沢東高校) (ヴィクトリーカフェ) (江別バドミントン少年団)
新道 雅量（中１） 本多 孝成（高１） 中村 諒（中２）
(フューチャー★スター) (恵庭南高校) (江別市立第一中学校)
阿部 奏大（小４） 木野 舜悟（小３） 奥村 拓哉（中２）
(釧路フライト) (フューチャー★スター) (平岡緑中学校)
寺崎 真琴② 梅木 まこと④ 奧山 淳子⑤
(ｓａｚａｎ１０５) (ヴィクトリーカフェ) (小樽)
開発 莉子（小５） 岩崎 愛来（中２） 米澤 愛香（中２）
(シャトルハント) (江別バドミントン少年団) (江別バドミントン少年団)
水上 ことみ（中２） 得能 千加（中２） 岡部 美鈴（中２）
(江別市立第二中学校) (江別市立第二中学校) (江別市立第二中学校)
中川 祐依（中２） 藤本 彩菜（中２） 開発 茉子（小２）
(江別市立中央中学校) (江別市立中央中学校) (シャトルハント)

119

＜団体戦＞
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

苫小牧工業ＯＢ 福井野体振 ＬＵＣＫＹ ＳＴＡＲ
小浜史嵩②/奥井和暉
②/関川学②

浦井直人③/全先清博
②/木下陽平②

松本恵吾②/内山泰孝
①/長谷川義和(高3)

ノースナイン 大谷地★クラブ ＳＡＰＰＯＲＯ
木村優希②/樫野彰③/
池田文人④

仙石敏④/岩城和樹③/
木野稜悟(中3)

野澤敏宏⑤/飴谷裕次
郎(高2)/東海林尚輝(中
1)

白石ジュニア 大谷地ベストパートナーＢ 信濃中学校
小林辰矢(中3)/水上拓
美(中2)/坂上勇樹(中2)

林宏樹④/松岡俊(中
3)/小島雄士(中3)

滝村誠斗(中2)/佐藤颯
(中2)/松本翼(中2)

ヴィクトリーカフェ 札幌丘珠高校
新田章子③/安田恵里
③/梅木真琴④

沼本沙樹(高2)/赤江未
帆(高2)/吉田梨穂(高2)

江別バドミントン少年団 大谷地ベストパートナー
森岡潮音(中3)/米澤愛
香(中2)/岩崎愛来(中2)

東海林るみか(高1)/成
田麻美(中3)/開発莉子
(小5)

江別市立第二中学校Ａ ＡＯＢＡギャルズ 大谷地ベストパートナー
岡部美鈴(中2)/得能千
加(中2)/水上ことみ(中
2)

五十嵐愛香(中2)/石田
春菜(中2)/鈴木遥夏(中
2)

向江美咲(中2)/斉藤あ
すか(中1)/開発茉子(小
2)

32

三　位

男子単６部

23

16

4

10

19

女子団体２部

女子団体３部

参加チーム合計

男子単５部

男子団体１部

女子単６部

男子単３部

男子単４部

9

2

2

男子団体２部

男子団体３部

女子団体１部

女子単３部

28

三　位

4

女子単４部 9

6

参加者合計

10

5

4

女子単５部

男子単１部



歴代入賞者 2023/4/9(21/24)

第7回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)　【2011.6.18(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

五十嵐 大地③ 佐野 佑樹① 松本 恵吾②
(遊羽クラブ) (千歳北斗おーびー) (◆大谷地クラブ)
佐野 博章④ 辻 将大① 佐々木 啓輔①
(チームＳ) (札幌大学) (北海道教育大学札幌)
福岡 信義③ 佐藤 健太郎③ 住田 譲②
(リフォーム若葉) (チームＳ) (リフォーム若葉)
斎藤 将司③ 田中 義仁④ 阿部 靖矢②
(チームＳ) (ホワイトウエーブ) (北海道大学医学部)
東海林 尚輝（中１） 佐野 大輔（小５） 高西 翔大（中２）
(札幌市立札苗北中学校) (チームＳ) (フューチャー★スター)
直井 純平（中２） 品田 遼太（中２） 中西 正明（中２）
(札幌市立札苗北中学校) (札幌市立札苗北中学校) (江別市立大麻中学校)
新田 章子③ 青柳 美紀③ 梅木 まこと③
(遊羽クラブ) (東光) (シャトル工房 Victory caf'e)

川村 夏実② 永井 友梨② 宮田 恵美②
(リフォーム若葉) (北海道大学医学部) (札幌学院大学)
林 真弥（高１） 橋本 結菜（高２） 斉藤 梨菜（高１）
(札幌丘珠高校) (恵庭南高校) (恵庭南高校)

100

男子単２部

女子単３部

三　位

男子単５部

男子単１部

参加者合計

5

4

19

15

13

17男子単６部

女子単４部

女子単５部

男子単４部

男子単３部

6

10

11



歴代入賞者 2023/4/9(22/24)

第6回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)　【2011.3.19(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

鷹野 文耶② 柴 悠太郎（高２） 長谷川 義和（高２）
(札幌国際大学) (◆大谷地クラブ) (札幌東陵高校)
佐野 博章③ 佐藤 健太郎③ 林上 亮太②
(チームＳ) (チームＳ) (◆大谷地クラブ)
佐々木 博一③ 菊地 芳朗④ 池田 文人④
(◆大谷地クラブ) (ホワイトウエーブ) (北大職員バドミントン部)
藤井 琢司（中２） 坂口 健斗（中１） 佐野 大輔（小４）
(千歳市立富丘中学校) (江別市立江別第一中学校) (チームＳ)
高場 美毅（高１） 永森 庸介（高１） 古屋 隆弘（中１）
(札幌厚別高校) (札幌厚別高校) (札幌市立札苗北中学校)
野口 智世（中３） 堀江 菜々子（小６） 梅木 まこと③
(チームＳ) (室蘭市立水元小学校) (札幌ガンバ北)
佐藤 雛央（中３） 小田 麻央（中３） 赤江 未帆（高１）
(チームＳ) (チームＳ) (札幌丘珠高校)
木田 朱里（中２） 佐藤 朱音（中２） 出崎 果奈美①
(札幌市立八条中学校) (札幌市立札苗北中学校) (たんぽぽ)
斉藤 あすか（小６） 東海林 むつみ② 中村 柚香（小４）
(フューチャー★スター) (札幌学院大学) (江別市立上江別小学校)

137

第5回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)　【2010.10.16(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

鷹野 文耶② 荻原 勇① 大京寺 健太②
(札幌国際大学) (北海道文教大学) (北海道文教大学)
小林 宏幸② 高橋 和之② 坂本 俊也②
(本郷) (本郷) (マニアブラザーズ)
黒澤 健実① 佐野 博章③ 福田 啓人②
(スピナッチ) (チームＳ) (旭川医科大学)
佐藤 健太郎③ 福士 慎也（高３） 原 和也②
(チームＳ) (札幌平岡高校) (北海道大学医学部羽球部)

長井 梧朗（中２） 笹森 藍斗（中２） 西野 圭介③
(千歳市立富丘中学校) (千歳市立富丘中学校) (ホワイトウエーブ)
佐野 大輔（小４） 東海林 尚輝（小６） 山田 隆介（中２）
(チームＳ) (札苗ジュニアクラブ) (千歳市立富丘中学校)
泉 采花（中３） 安部 遼（高１） 佐藤 木実（高２）
(苫小牧市立緑陵中学校) (北広島高校) (札幌丘珠高校)
堀江 菜々子（小６） 赤江 未帆（高１） 沼本 沙樹（高１）
(室蘭市立水元小学校) (札幌丘珠高校) (札幌丘珠高校)
東海林 るみか（中３） 成田 麻美（中２） 工藤 雪菜（高１）
(札苗ジュニアクラブ) (フューチャー★スター) (北海学園札幌高校)
水上 春菜（小４） 浜田 由愛（小６） 斉藤 あすか（小６）
(白石ジュニア) (札幌市立和光小学校) (フューチャー★スター)
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三　位

参加者合計

女子単４部

女子単３部

三　位

参加者合計

男子単５部

20

4

20

男子単６部

男子単５部

男子単４部

男子単３部

男子単１部

11

17

20

10

女子単６部

4

9

21

男子単１部

8

7

20

21

女子単５部

女子単４部

女子単３部

男子単６部

22

5

男子単３部

男子単２部

男子単４部

36

4女子単６部

女子単５部

5



歴代入賞者 2023/4/9(23/24)

第4回 大谷地クラブオープンバドミントン大会(個人戦)　【2010.7.4(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

大京寺 健太② 鷹野 文耶① 荻原 勇②
(北海道文教大学) (札幌国際大学) (北海道文教大学)
土肥 央② 佐野 佑樹（高３） 白木 諒佑②
(札幌旭丘高校ＯＢ) (プロショップＹＡＭＡＮＯ) (恵庭北高校ＯＢ)
佐野 博章③ 長谷川 遼（中３） 川浪 康太郎②
(チームＳ) (千歳市立富丘中学校) (北海道大学医学部羽球部)

宮本 弘⑤ 長井 梧朗（中２） 西野 圭介③
(厚別北体振) (千歳市立富丘中学校) (ホワイトウエーブ)
山田 碧人（中１） 溝渕 海太（小６） 斉藤 柚季（中２）
(チームラブオール) (チームラブオール) (千歳市立富丘中学校)
山崎 史歩子（中３） 鈴木 優嘉① 佐藤 木実（高２）
(千歳市立富丘中学校) (北海道文教大学) (札幌丘珠高校)
荒井 咲喜子（中３） 田中 幸子② 早坂 美里（高３）
(チームＳ) (北海道医療大学) (札幌稲北高校)
開発 莉子（小４） 井﨑 胡斗巳（高２） 飯島 祐花（中１）
(志文ＪＢＣ) (札幌丘珠高校) (江別市立江別第一中学校)

岡部 萌（小４） 開発 茉子（小１） 水上 春菜（小４）
(江別少年団) (志文ＪＢＣ) (チームラブオール)
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第3回 大谷地クラブオープンシングルス大会(個人戦)　【2010.5.22(土) 札幌市豊平区体育館】
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

鷹野 文耶① 塚本 光希（中２） 奥原 翔太（高２）
(大谷地クラブ) (チームＹＯＵ) (札幌龍谷高校)
今野 聡（高１） 横山 薫④ 松本 恵吾②
(札幌南陵高校) (大谷地クラブ) (大谷地クラブ)
浦井 直人③ 佐々木 博一③ 清水 吏（中１）
(福井野体振) (大谷地クラブ) (チームＹＯＵ)
二階堂 秀哉（中１） 奥村 健太（中２） 宮嵜 恭輔（中１）
(ＴＥＡＭ ＤＡＩＭＯＮ) (チームＹＯＵ) (ＴＥＡＭ ＤＡＩＭＯＮ)
西野 圭介③ 白石 将也② 木野 舜悟（小２）
(ホワイトウエーブ) (ホワイトウエーブ) (フューチャースター)
石澤 未夢（中３） 関 詩織（高２） 浅野 未来（高３）
(チームＹＯＵ) (札幌龍谷高校) (札幌丘珠高校)
倉橋 亜子（中２） 大門 沙也夏（中１） 鳴海 萌華（高３）
(チームＹＯＵ) (ＴＥＡＭ ＤＡＩＭＯＮ) (札幌龍谷高校)
渡辺 真輝（中２） 林田 彩（中１） 竹内 千尋（高３）
(札幌北ジュニア) (札幌北ジュニア) (札幌龍谷高校)
山家 ひとみ（中１） 稲林 萌（高２） 泉井 沙里奈（小６）
(札幌市立丘珠中学校) (札幌龍谷高校) (札幌北ジュニア)
高橋 沙弥（小３） 鷹野 里奈（小４） 丸矢 知里（小４）
(札幌清田ジュニア) (札幌中央ジュニア) (札幌清田ジュニア)
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三　位

三　位

男子単６部

女子単５部

男子単５部

男子単４部

男子単３部

参加者合計

女子単６部

女子単５部

7

24

25

20

10

10

男子単６部

男子単５部

女子単３部

男子単４部

19

15

男子単３部

男子単１部

女子単４部

8

6

8

28

26

20

女子単４部

女子単３部

女子単２部

7

16

21

11

9

男子単２部

女子単６部

参加者合計



歴代入賞者 2023/4/9(24/24)

第2回 大谷地クラブオープンシングルス大会(個人戦)　【2010.3.6(土) 江別市民体育館】
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

鷹野 文耶① 淺井 哲③
(大谷地クラブ) (苫小牧工業高校)
荻原 勇① 五十嵐 大地③ 大京寺 健太②
(北海道文教大学) (ユーバクラブ) (北海道文教大学)
全先 清博② 中谷 亮太（中３） 立蔵 茂樹②
(ぴーちくぱーちく) (札幌市立あいの里東中学校) (札幌学院大学)
原田 孝介④ 村井 元② 佐々木 博一③
(東北栄バドミントン) (北海道文教大学) (大谷地クラブ)
浦田 皓平（小５） 宮本 弘⑤ 柴田 大成（小５）
(大同ジュニア) (厚別北体振) (大同ジュニア)
中村 諒（小６） 清水 哲平（小６） 山田 碧人（小６）
(江別市立上江別小学校) (大谷地クラブ) (白石ジュニア)
井下 海凪（高１） 嵯峨 麻衣子（高２） 浅野 未来（高２）
(札幌丘珠高校) (札幌丘珠高校) (札幌丘珠高校)
山橋 真菜美（高２） 高橋 絢美（高１） 佐藤 成美（高２）
(札幌丘珠高校) (札幌丘珠高校) (札幌丘珠高校)
池田 美希（中２） 井崎 胡斗美（高１） 佐藤 舞花（小６）
(江別市立大麻中学校) (札幌丘珠高校) (ＴＥＡＭ ＤＡＩＭＯＮ)

124

第1回 大谷地クラブオープンシングルス大会(個人戦)　【2009.10.10(土) 江別市大麻体育館】
種　目 優　　　勝 準　優　勝 参加数

福寿 彬② 五十嵐 大地③
(ウイードスピリット) (ユーバクラブ)
島 拓希② 鷹野 文耶① 鈴木 陽介②
(札幌学院大学) (札幌国際大学) (上美生)
本間 智也① 仙石 敏③ 松山 洋①
(クローバー) (大谷地クラブ) (ウシミントン)
中谷 亮太（中３） 菊地 芳朗④ 長谷部 知也（中１）
(札幌市立あいの里東中学校) (ホワイトシャトル) (札幌ジュニア)
金澤 裕毅③ 宮本 弘⑤ 山村 真大（中２）
(大谷地クラブ) (厚別北体振) (札幌日大中学校)
館田 凱（中２） 上田 陸渡（小５） 榊原 一輝（中１）
(札幌ジュニア) (札幌ＪＢＣ) (札幌ジュニア)
川村 夏美②
（ピュア）
川崎 成美（中３） 内田 紗瑛子（中２） 荒井 咲喜子（中２）
(江別少年団) (チームＳ) (チームＳ)
岩崎 愛来（小６） 堀口 萌② 上牧 令依（小５）
(江別少年団) (ウシミントン) (札幌市立琴似小学校)
岩崎 真怜（小３） 大井 紗弓②
(江別少年団) (ウシミントン)
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三　位

三　位

男子単１部 2

7

9男子単３部

46

参加者合計

男子単２部

男子単１部

男子単２部

男子単３部

1

13

参加者合計

女子単４部

女子単５部 4

3

8

7

2

女子単３部

男子単５部

男子単６部

女子単６部

12

16

9

13

男子単４部

女子単５部

男子単４部 26

男子単５部 8

10

5

女子単６部

女子単４部

男子単６部


