
男　子 女　子 男　子 女　子 混　合 男　子 女　子

シニア ベテラン

Ｓ27年 竹　田（函） 島　田（函） 高木・竹田（函） 塙・中村（札） 塙・塙（札） 日　向（旭） 平木（玲）（岩） 山　田（札） 堀（紋）

Ｓ28年 山　地（旭） 仲（札） 山田・塙（札） 渡辺・阿部（樽） 佐藤・中村（函・岩） 笠　原（旭） 平　木（岩） 薄　井（札） 堀（紋）

Ｓ29年 金　井（富） 渡　辺（樽） 大橋・新妻（札） 渡辺・阿部（樽） 新谷・榊原（旭） 佐　々（札・光星） 岡　元（唄） 及　川（室） 堀（紋）

Ｓ30年 山　田（札） 島　田（函） 山田・末武（札） 中村・塙（岩・札） 佐藤・宮腰（函） 佐　々（札・光星） 成　田（函・大谷） 及　川（室） 山　形（函）

Ｓ31年 山　田（札） 渡　辺（樽） 柿本・茂木（札） 渡辺・細井（樽） 池田・細井（樽） 佐　々（札・光星） 松　崎（紋・紋別） 服　部（旭） 堀（紋）

Ｓ32年 佐　々（札） 渡　辺（樽） 新谷・武藤（旭） 細井・渡辺（樽） 佐々・堀川（札） 大　森（三笠） 山　田（帯）

Ｓ33年 後　藤（札） 細　井（樽） 山田・安藤（帯） 細井・渡辺（樽） 今野・渡辺（岩内・樽） 宮　田（樽） 後　藤（北） 寺　島（札） 山　田（帯）

Ｓ34年 安　藤（十） 小　林（北） 輪島・武藤（旭） 小林・上垣（北） 太　田（札） 上　垣（北） 服　部（旭） 山　田（帯）

Ｓ35年 今　野（札） 小　林（札） 今野・中川（札） 小林・上垣（北） 山田・今井（札） 川　中（札・西） 渋　谷（札・西） 竹　田（札） 山　田（帯）

Ｓ36年 細　井（樽） 小　林（札） 今野・金崎（札） 小林・上垣（北） 今野・後藤（札） 小田桐（札・北海） 成　田（札・西） 長谷川（北） 小　池（北）

Ｓ37年 細　井（樽） 小　林（札） 今野・金崎（札） 小林・上垣（北） 五十嵐・小林（札） 金　子（北・北斗） 野々山（旭・商） 榊　田（函） 相　木（旭）

Ｓ38年 柴　垣（旭） 小　林（札） 柴垣・野口（旭） 小林・上垣（北） 今野・後藤（札） 浅　野（函） 曽　我（函・大妻） 榊　田（函） 小　池（北）

Ｓ39年 細　井（札） 後　藤（札） 柴城・金山（札） 小林・上垣（北） 今野・後藤（札） 二　口（札・光星） 曽　我（函・大妻） 榊　田（函） 小　池（北）

Ｓ40年 細　井（樽） 後　藤（札） 日比野・後藤（札） 野上・田村（樽） 金山・渋谷（札） 渡　部（札・東商） 佐　藤（北・北斗） 榊　田（函） 寺　島（札）

Ｓ41年 越　野（樽） 小　林（札） 大橋・日比野（札） 佐藤・後藤（札） 細井・田村（樽） 有　田（札） 沓　沢（釧） 榊　田（函） 相　木（旭）

Ｓ42年 大　橋（札） 後　藤（札） 四日市（進）・有田（札） 山本・花田（札） 今野・後藤（札） 木　下（札） 関　根（十・池田）

Ｓ43年 越　野（樽） 佐　藤（北） 大橋・沢田（十） 佐藤・志賀（北） 細井・田村（樽） 阿　部（札） 森（唄）

Ｓ44年 甲　谷（札） 佐々木（美幌） 小田桐（要）・岩城（札） 村岡・高島（北） 中村・石田（札） 葛　西（函） 飯　田（北・北斗）

Ｓ45年 甲　谷（札） 佐々木（札） 小田桐・甲谷（札） 石田・伊藤（札） 四日市（進）・伊藤（札） 山　田（苫） 片　山（美幌）

Ｓ46年 甲　谷（札） 佐々木（札） 斎籐・本吉（札） 石田・伊藤（札） 四日市・伊藤（札） 藤　川（士別） 宮　本（網・南ケ丘）

Ｓ47年 柳　原（札） 伊　藤（札） 今井・荒谷（札） 嶋田・小泉（札） 柳原・小泉（札） 山　崎（十・三条） 平（苫・日大）

Ｓ48年 柳　原（札） 小田切（函） 甲谷・本吉（札） 小田切・小田切（函） 柳原・嶋田（札） 駒　崎（札・北海） 加　藤（和寒）

Ｓ49年 越　野（樽） 嶋　田（札） 甲谷・本吉（札） 小田切・小田切（函） 柳原・嶋田（札） 駒　崎（札・北海） 加　藤（和寒）

Ｓ50年 荒　谷（札） 亀　垣（札） 山形・駒崎（札） 佐藤・片岡（札） 太田口・小田切（函） 東（札・道工） 吉　田（旭・大谷）

Ｓ51年 柳　原（札） 千　賀（札） 四日市・柳原（札） 竹内・大石（札） 林・吉田（札） 竹　野（室・大谷） 加　藤（虻田）

Ｓ52年 柳　原（札） 新　保（札） 中村・荻原（札） 千賀・影山（札） 柳原・千賀（札） 武　田（札・道工） 小　野（函・商業）

Ｓ53年 藤　川（士別） 新　保（札） 東・田中（札） 柳原・古村（札） 佐　藤（紋・北） 新　保（函・白百合）

Ｓ54年 柳　原（札） 古　村（札） 東・田中（札） 新保・大石（札） 柳原・古村（札） 萩　野（苫・日大） 大　西（釧・商業）

Ｓ55年 越　野（樽） 新　保（札） 柳原・山田（札） 新保・大石（札） 柳原・古村（札） 吉　田（札・道工） 古　賀（砂川北）

Ｓ56年 柳　原（札） 東（三笠） 藤田・松下（札） 久保・畑毛（札） 山田・大西（札） 有　馬（札・道工） 川　森（旭・実業）

2021年度北海道卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

北海道卓球選手権大会年次優勝者 （その１）

ジュニア

男　子    種目

年度 シングルス ダブルス



男　子 女　子 男　子 女　子 混　合 男　子 女　子

Ｓ57年 藤　田（札） 新　保（札） 長原・白川部（旭） 新保・畑毛（札） 藤田・古村（札） 松　尾（苫・日大） 長谷川（釧・商業）

Ｓ58年 柳　原（札） 平　野（函） 北里・横山（札） 平野・川手（函） 柳原・鈴木（札） 佐　藤（札・道工） 北　川（旭・実業）

Ｓ59年 柳　原（札） 坂　田（旭） 北里・横山（札） 畑毛・平田（札） 山田・大西（札） 奈　良（苫・日大） 和　島（苫・日大）

Ｓ60年 山　田（札） 長谷川（札） 東・田中（札） 福井・柴田（札） 堀・平田（札） 奈　良（苫・日大） 一文字（札・星園）

Ｓ61年 柳　原（札） 安　田（旭） 北里・横山（札） 福井・柴田（札） 柳原・柴田（札） 佐　藤（旭・実業） 梅　根（苫・日大）

Ｓ62年 横　山（札） 福　井（札） 北里・横山（札） 安田・柴田（札） 柳原・福井（札） 小　林（札・道工） 福　井（旭・実業）

Ｓ63年 横　山（札） 李（札） 北里・横山（札） 斉藤・松川（札） 北里・李（札） 小　林（札・道工） 今　野（旭・実業）

Ｈ１年 長　岡（札） 李（札） 北里・横山（札） 福井・安田（札） 北里・李（札） 小　林（札・光星） 木　林（札・星園）

Ｈ２年 小　林（札） 長　嶋（札） 駒井・三島（十） 安田・梅根（札） 面・松川（札） 小　林（札・光星） 梅　村（千・日大）

Ｈ３年 有　馬（札） 斎　藤（札） 横山・高橋（札） 中村・高橋（札） 小林・長嶋（札） 高　橋（札・光星） 木　林（札・星園）

Ｈ４年 小　林（札） 張（千） 柳原・佐々木（札） 梅村・山川（千） 横山・高瀬（札） 棟　方（札・道工） 梅　村（千・日大）

Ｈ５年 横　山（札） 今　井（札） 柳原・佐々木（札） 上ヶ島・高瀬（札） 高橋・高橋（札） 中　尾（札・光星） 小　沢（旭・実業）

Ｈ６年 志　賀（札） 今　井（札） 志賀・桜井（札） 桜井・高橋（札） 門脇・高瀬（札） 塙（静）（札・光星） 及　川（旭・実業）

Ｈ７年 志　賀（札） 高　橋（札） 柳原・佐々木（札） 藤森・入江（札） 高橋・高橋（札） 東（札・光星） 小浜（典）（札・星園）

Ｈ８年 三　島（旭） 斎　藤（札） 丸本・棟方（札） 西浦・今井（暁）（札） 丸本・沼田（亜）（札） 加　藤（札・道工） 今井（暁）（札・星園）

Ｈ９年 三　島（旭） 今　野（旭） 小林・三浦（函） 今井（暁）・沼田（希）（札） 桜井・沼田（矢）（札） 荻　原（札・稲穂中） 阿　部（旭・実業）

Ｈ10年 三　島（旭） 沼田（矢）（札） 三島・武田（旭） 今井（暁）・沼田（希）（札） 三島・今野（旭） 広　森（札・北海） 阿　部（旭・実業）

Ｈ11年 駒　井（十） 阿　部（札） 丸本・棟方（札） 阿部・菅野（旭） 門脇・沼田（希）（札） 田　尻（函・有斗） 松　崎（札・星園）

Ｈ12年 駒　井（十） 沼田（亜）（札） 門脇・高橋（札） 中川・新田（札） 丸本・今井（暁）（札） 増　永（札・光星） 長　尾（札・星園）

Ｈ13年 三　島（旭） 阿　部（旭） 三島・武田（旭） 野坂・今井（札） 丸本・荻原（札） 米　塚（函・上磯中） 荻　原（札・星園）

Ｈ14年 三　島（旭） 沼田（希）（札） 丸本・塚本（札） 杉林・上山（函） 門脇・沼田（希）（札） 熊　谷（札・北海） 荻　原（札・星園）

Ｈ15年 三　島（旭） 高　石（札） 門脇・棟方（札） 小浜・荻原（札） 志賀・茂木（札） 峯（札・光星） 高　石（札・大谷）

Ｈ16年 仲　川（苫） 荻　原（札） 三島・吉田（旭） 荻原・茂木（札） 安保・玉谷（札） 三　浦（札・光星） 金　田（札・大谷）

Ｈ17年 荻　原（札） 田　中（札） 羽田・菅原（札） 吉田・逢坂（札） 三浦・田中（札） 金　山（札・尚志） 久　田（札・星園）

Ｈ18年 三　浦（札） 大和田（札） 丸本・鈴木（札） 田中・茂木（札） 荻原・大和田（札） 村　井（函・有斗） 吉　國（札・大谷中）

Ｈ19年 荻　原（札） 田　中（札） 荻原・三浦（札） 荻原・荻原（札） 荻原・荻原（史）（札） 菊　地（札・尚志） 丹　羽（苫・和光中）

Ｈ20年 伊勢田（札） 丹　羽（苫） 荻原・三浦（札） 荻原・荻原（札） 荻原・荻原（史）（札） 後　藤（札・光星） 丹　羽（苫・和光中）

Ｈ21年 荻　原（札） 鈴　木（札） 荻原・垣原（札） 大橋・荻原（札） 久住・鈴木（札） 後　藤（札・平岸中） 吉　國（札・大谷）

Ｈ22年 荻　原（札） 大　橋（札） 垣原・森田（札） 　岡 ・猪谷（苫） 荻原・荻原（史）（札） 宝　利（札・尚志） 鈴　木（札・大谷）

Ｈ23年 久　住（札） 信　田（北） 本田・吉野（苫・北） 大橋・荻原（札） 久住・鈴木（札） 後　藤（札・尚志） 伊　藤（札・大谷中）

      種目

 年度 シングルス ダブルス ジュニア

北海道卓球選手権大会年次優勝者 （その２）



男　子 女　子 男　子 女　子 混　合 男　子 女　子

Ｈ24年 高　田（札） 栗　原（札） 後藤・高田（札） 田村・加藤（札） 久住・鈴木（札） 須　郷（苫・駒苫高） 伊　藤（札・大谷高）

Ｈ25年 後　藤卓（札） 佐　藤（札） 後藤・高田（札） 　岡 ・鈴木（苫・札） 久住・鈴木（札） 金　川（札・尚志高） 伊　藤（札・大谷高）

Ｈ26年 後　藤卓（札） 岡 （苫） 久住・後藤卓（札） 荻原・加藤（札） 久住・吉國（札） 坂　本（苫・駒苫高） 鎌　田（苫・駒苫高）

H27年 厚　谷（苫） 伊　藤佑里（札） 宝利・水谷（札） 荻原・加藤（札） 英 ・ 鎌田（苫） 佐　藤（札・尚志高） 信 田（札・ノースJr）

H28年 川　島（札） 伊　藤佑里（札） 川島・神山（札） 加藤・岡（札） 神山 ・ 岡（札） 佐　藤（札・北科大高） 伊　藤（札・大谷高）

H29年 澤　口（札） 岡  (札） 川島・神山（札） 伊藤・高山（札） 川島・加藤（札） 小　松（江・中央中） 高　山（札・大谷高）

H30年 川　島（札） 伊　藤 名苗・宮本 宮村・買手（札） 能戸（札）・伊藤 櫻　井（江・中央中） 仲　川（苫・東中）

R1年 荻　原（札） 鎌　田 川島・水谷（札） 藤尾・後木 水谷（札）・鎌田 信田（札・北科大高） 濱田（札・大谷高）

R2年

R3年

北海道卓球選手権大会年次優勝者 （その３）

      種目

 年度 シングルス ダブルス ジュニア

新型コロナウィルス感染症の影響により、大会中止


