
大　会 種　目 優　勝 準優勝
35回　旭川市民小学生バドミントン大会 ６年男子単Ａ 小竹 創貴 北野 貴大 二瓶 晃徳 鈴木  雄斗

2008.10.12 (鷹栖北野) (忠和クラブ) (新富) (旭川東栄)
旭川市総合体育館 ６年男子単Ｂ 高橋 成吉 前田 優太 藤原 佳連 鈴木 希望

(忠和クラブ) (東光) (東光) (忠和クラブ)
５年男子単Ａ 光島 理貴 渡邉 涼月 澤井 弦記 今井 尚輝

(東光) (鷹栖北野) (末広北) (旭川東栄)
５年男子単Ｂ 坂牧 大地 佐藤 飛鳥 乙竹 陸 鷲下 裕輔

(東光) (北光) (高台) (鷹栖北野)
４年男子単Ａ 小野寺 泰雅 林 玖憲 加藤 大竣 森木 拓弥

(高台) (高台) (鷹栖北野) (近文第二)
４年男子単Ｂ 高橋 慶 高橋 大樹 佐竹 慧悟 保坂 涼太

(新富) (高台) (神居古潭) (陵雲)
４年男子単Ｃ 高見 亮佑 高橋 大輝 橘 稜真 田中 利功

(高台) (忠和クラブ) (高台) (神居古潭)
４年男子単Ｄ 山下 瑠紀哉 高田 直希 松田 猛滝 高橋 宏平

(高台) (陵雲) (旭川東栄) (高台)
２年男子単Ａ 蝦夷森 駿 佐野 大輔 池田 椋 福村  龍

(忠和クラブ) (東光) (富良野ジュニア) (旭川東栄)
２年男子単Ｂ 山村 勇人 渡辺  李玖 佐々木 佑輔 前田 智基

(北光) (旭川東栄) (新富) (東光)
６年女子単Ａ 久保田 菜南 橋本 ひかり 美濃輪 麻衣 水田 莉奈

(東光) (鷹栖北野) (忠和クラブ) (高台)
６年女子単Ｂ 児島 あやめ 石川 奈実 太田 すみれ 西出 実樹

(高台) (鷹栖北野) (東光) (富良野鳥沼小)
６年女子単Ｃ 菊池 沙也加 佐藤 涼菜 犬飼 明梨 稲辺 まや

(鷹栖北野) (北光) (東光) (東光)
６年女子単Ｄ 佐藤 文香 原田  如菜 高橋 奈那 坂下  裕

(鷹栖北野) (旭川東栄) (東光) (東光)
５年女子単Ａ 田中 万貴 野村 奈央 松田 真弥 柳沼 雅美

(神居古潭) (東光) (旭川東栄) (忠和クラブ)
５年女子単Ｂ 北口 榛花 佐々木 佳奈 蝦夷森 遥 横山  楓恋

(東光) (鷹栖北野) (忠和クラブ) (旭川東栄)
５年女子単Ｃ 石戸谷 結香 佐々木 萌実 林 怜菜 原田  妃奈

(東光) (陵雲) (神居古潭) (旭川東栄)
５年女子単Ｄ 佐藤 未唯 山村 真子 吉井 里美 山澤  伶奈

(東光) (北光) (忠和クラブ) (旭川東栄)
４年女子単Ａ 藤井 春那 吉田 芽生 石川 留衣 菅 彩佳

(高台) (富良野ジュニア) (東光) (高台)
４年女子単Ｂ 森山 未菜 小山 楓花 齋藤 佑奈 高木 彩圭

(東光) (忠和クラブ) (北光) (日章)
４年女子単Ｃ 榎本 凪歩 水田 未来 佐藤 由紀乃 三浦 桜

(忠和クラブ) (高台) (東光) (北光)
４年女子単Ｄ 市橋 実結 田中 涼香 古田 沙英 岩崎 由奈

(高台) (東光) (東光) (青雲)
４年女子単Ｅ 舟橋 佳歩 小松 優花 小西 真生 加茂 美沙季

(忠和クラブ) (北光) (東光) (新富)
３年女子単Ａ 小中 桃子 平尾  実唯 工藤 山花 佐藤 千尋

(高台) (旭川東栄) (近文第二) (Ｆ．ｃｕｂｅ)
３年女子単Ｂ 池田 果穂 阿部 優 森川 望月 木下 菜々花

(高台) (青雲) (忠和クラブ) (日章)
２年女子単Ａ 藤原 遥花 遠藤 みのり 西尾 奈純 橘 菜穂

(高台) (高台) (富良野ジュニア) (高台)
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