
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

第１回
（昭和56年度）

上杉 浜津 平野 加藤 遠島 菊池

（札・鉄北） （札・山の手南） （旭・高台） （旭・高台） （札・西園） （苫・緑）

平野 髙橋 古田 沢 梅津 加藤

（旭・高台） （旭・高台） （札・大通） （江・東野幌） （札・発寒西） （旭・高台）

梅津 斉藤 志賀 高橋 上杉 島見

（札・発寒西） （旭・高台） （札・太平南） （旭・高台） （札・鉄北） （江・東野幌）

仲川 前鼻 髙橋 木林 戸堀 加茂

（室・幌別西） （札・西野第二） （札・伏古） （札・三里塚） （札・元町） （室・水元）

小笠原 梅村 仲川 工藤 梅村 木林

（帯・幕別） （室・水元） （室・幌別西） （札・円山） （室・ろう） （札・三里塚）

鈴木 辻 小笠原 梅村 仲川 今井

（江・野幌若葉） （札・円山） （帯・幕別） （室・水元） （室・幌別西） （札・中央）

東 吉本 白浜 真野 小笠原 山川

（札・円山） （札・篠路西） （根・標津） （室・中島） （帯・幕別） （北・緑）

皆川 福嶋 坂本 柳原 山下 真野

（根・標津） （函・磨光） （札・八軒西） （札・伏見） （室・本室蘭） （室・中島）

阿部 片野 高田 吉本 東 吉本

（札・円山） （札・円山） （北・緑） （札・篠路西） （札・円山） （札・篠路西）

荻原 柳原 阿部 片野 加藤 福嶋

（札・円山） （札・伏見） （札・円山） （札・円山） （札・福井野） （函・磨光）

荻原 柳原 伊藤 阿部 阿部 片野

（札・円山） （札・伏見） （釧・昭和） （釧・昭和） （札・円山） （札・円山）

菊池 山崎 荻原 柳原 伊藤 土門

（札・北光） （十・豊川小） （札・稲穂） （札・伏見） （釧・昭和） （後・中央）

伊藤　賢司 寺地　優美 菊池　真也 山崎　早恵 荻原　典和 柳原　優香

（旭・高台小） （苫・豊川小） （札・北光小） （十・豊成小） （札・稲穂小） （札・伏見小）

大野　真郷 荻原　直子 伊藤　賢司 児玉　絵里 津元　秀俊 山崎　早恵

（北・瑞穂小） （札・稲穂小） （旭・高台小） （北・西小） （札・北小） （十・豊成小）

金沢　貴人 鎌田恵莉子 青山　裕樹 荻原　直子 長谷川拓也 寺地　優美

（函・上磯小） （北・東小） （旭・高台小） （札・稲穂小） （北・留辺蘂小） （苫・豊川小）

箕浦　賢人 大野　沙耶 米塚　雅弘 鎌田恵莉子 大野　真郷 荻原　直子

（札・鴻城小） （北・瑞穂小） （函・中央小） （北・東小） （北・瑞穂小） （札・稲穂小）

大野　浄人 吉田　真美 荒　秀典 上村　祐希 米塚　雅弘 鎌田恵莉子

（北・瑞穂小） （十・北栄小） （十・上士幌小） （札・明園小） （函・中央小） （北・東小）

藤田　駿 西東　由美 坂井　正樹 逢坂沙絵子 箕浦　賢人 上村　祐希

（札・中の島小） （北・留辺蘂小） （十・上士幌小） （十・北栄小） （札・鴻城小） （札・明園小）

本田　翔悟 金山　美咲 本間　司樹 西東　由美 宮島　知也 大澤　美穂

（苫・苫小牧東小） （後・余市栄小） （十・下音更小） （北・留辺蘂小） （函・磨光小） （北・北光小）

後藤　功貴 宮本　彩華 本田　翔悟 金山　美咲 菊地　貴大 後藤　有沙

（札・真駒内小） （北・三輪小） （苫・苫小牧東小） （後・余市栄小） （北・相内小） （北・留辺蘂小）

吉田　雅己 吉國　由花 後藤　功貴 藤森　華美 川島　勇樹 金山　美咲

（札・手稲北小） （札・宮の森小） （札・真駒内小） （十・帯広小） （札・新琴似小） （後・余市栄小）

後藤　卓也 鈴木　せり奈 細川　啓太 吉國　由花 後藤　功貴 藤森　華美

（札・真駒内小） （札・篠路西小） （根・標津小） （札・宮の森小） （札・真駒内小） （十・帯広小）

竹岡　純樹 細川比奈子 丹羽　孝希 田渕　美月 宝利　貴也 鈴木せり奈 久住　昭博 吉國　由花

（札・教育大付属小） （根・標津小） （苫・緑小） （函・木直小） （旭・陵雲小） （札・篠路西小） （十・幕別小） （札・宮の森小）

第７回
（昭和62年度）

第８回
（昭和63年度）

第１１回
（平成３年度）

第１０回
（平成２年度）

第９回
（平成１年度）

第２４回
（平成１６年度）

第２３回
（平成１５年度）

第２２回
（平成１４年度）

第６回
（昭和61年度）

第１５回
（平成７年度）

第１４回
（平成６年度）

第１３回
（平成５年度）

第１２回
（平成４年度）

第２１回
（平成１３年度）

第２０回
（平成１２年度）

第１９回
（平成１１年度）

第１８回
（平成１０年度）

第１７回
（平成９年度）

第１６回
（平成８年度）

第４回
（昭和59年度）

道新杯　北海道小学生卓球大会成績（１）

第５回
（昭和60年度）

第３回
（昭和58年度）

３年生 ４年生 ５年生 ６年生

第２回
（昭和57年度）

札幌市と近郊の市町村を中心に開催


