
令和 3年12月19日 　伊達市総合体育館

学年 学年 学年 学年 学年

あかがし りゅうき わたなべ けんすけ えんどう たいし しおざわ れお はまなが たく

赤樫 琉希 5 渡邊 健介 6 遠藤 大史 6 塩澤 怜王 6 濱長 卓生 6

はたけやま えいた さいとう こうき ゆあさ とうま あおやま つかさ つぼや ひろと

畠山 瑛多 5 斉藤 虎玖 5 湯浅 純真 5 青山 宰 5 坪谷 浩土 5

おがさわら かいじ ゆあさ まいと ながお あおと いまい だいと おおうち こうや

小笠原 魁士 4 湯浅 真弦 3 長尾 蒼人 3 今井 大翔 3 大内 煌哉 4

やまだ そうや はたけやま あさひ しんどう たいし みやた おうせい よねた りくと

山田 蒼也 2 畠山 朝陽 1 新藤 大獅 2 宮田 桜晴 2 米田 陸人 1

かどさわ あいか こじま ゆうな きくち ほのか なら あおい さとう さゆき

門澤 愛果 6 小島 優菜 6 菊地 穂香 6 奈良 青衣 6 佐藤 紗雪 6

なかい くるみ なかい ゆず しばぐち ふうか くろせ ゆな おうぎ わこ

中居 胡桃 5 中居 柚子 5 柴口 楓香 5 黒瀬 結菜 5 扇 和子 5

おおたか このみ ひろうち ゆうな やまだ ひいろ たかせ あかり もとい りこ

大高 衣乃実 4 廣内 優奈 4 山田 灯彩 4 髙瀬 紅梨 4 本井 梨琴 3

たけうち はな やまだ さえ しだ なつは ほんま ここね ほその かりん

武内 羽菜 2 山田 彩瑛 2 志田 夏羽 2 本間 心子 1 細野 歌鈴 2

えんどう たいし あかがし りゅうき わたなべ けんすけ

遠藤 大史 6 赤樫 琉希 5 渡邊 健介 6
しおざわ れお はたけやま えいた うちのさわ そうし

塩澤 怜王 6 畠山 瑛多 5 内野沢 蒼士 6

ゆあさ とうま さいとう こうき あおやま つかさ

湯浅 純真 5 斉藤 虎玖 5 青山 宰 5
ゆあさ しょうま おがさわら かいじ さわ ふきと

湯浅 昇真 5 小笠原 魁士 4 澤 風貴斗 5

ひろうち ゆうな おうぎ りしゅう ゆあさ まいと

廣内 優奈 4 扇 利舟 3 湯浅 真弦 3
やまだ そうや いまい だいと ししど いぶき

山田 蒼也 2 今井 大翔 3 宍戸 生楓 4

はたけやま あさひ ほんま りつき どい しょうま

畠山 朝陽 1 本間 律生 2 土井 彰真 1
とくもと じょういちろう かがわ りる あんどう ゆうせい

徳本 醸一郎 2 香川 莉瑠 2 安藤 悠成 1

かどさわ あいか なかい くるみ かわかみ ここな

門澤 愛果 6 中居 胡桃 5 川上 心南 6
こじま ゆうな くろせ ゆな おおさか みう

小島 優菜 6 黒瀬 結菜 5 大坂 扇由 6

なかい ゆず みと くるみ たはら ひより

中居 柚子 5 水戸 くるみ 5 田原 陽葉梨 5
のぐち りお おおつき じゅね はらだ ゆうか

野口 莉桜 5 大槻 樹音 5 原田 結華 5

たかせ あかり おおたか このみ あさと こはな

髙瀬 紅梨 4 大高 衣乃実 4 安里 心花 4
ほんま はるか おやま ももか あんどう このか

本間 悠 4 尾山 桃花 3 安藤 樹香 4

しだ なつは たけうち はな さとう いおな

志田 夏羽 2 武内 羽菜 2 佐藤 衣緒菜 2
やまだ さえ きむら りの しばぐち すずか

山田 彩瑛 2 木村 莉乃 2 柴口 涼香 1

水元

港南 壮瞥 登別 水元 水元

２年生以下
女子シングルス

６年生以下
男子シングルス

５年生以下
男子シングルス

４年生以下
男子シングルス

２年生以下
男子シングルス

６年生以下
女子シングルス

４年生以下
女子シングルス

【第40回室蘭地区小学生バドミントン大会 兼 第8回クラウン商会杯小学生バドミントン大会】

入　賞　者　一　覧

敢闘賞

豊浦

水元

選 手 名

港南

港南

伊達

壮瞥

登別

４年生以下
女子ダブルス

水元 港南 港南

水元 港南

２年生以下
女子ダブルス

伊達 港南・水元 伊達

６年生以下
女子ダブルス

登別 港南 港南

５年生以下
女子ダブルス

港南・登別

４年生以下
男子ダブルス

壮瞥 豊浦 登別・大滝

２年生以下
男子ダブルス

登別 高砂 伊達・港南

港南 登別 登別・豊浦

５年生以下
男子ダブルス

登別 伊達

６年生以下
男子ダブルス

港南 伊達 伊達 港南

登別 登別 水元 大滝

５年生以下
女子シングルス

港南 港南 伊達 港南

伊達 登別 港南 豊浦

壮瞥 登別 壮瞥 壮瞥

登別 登別 港南 港南

登別 伊達 登別 水元

種　目
優　勝 準　優　勝 三　位

選 手 名 選 手 名 選 手 名 選 手 名




