
 <　Ｂ級　決勝トーナメント　>　　 （　）はブロックナンバー

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

松浦　智子 MTC 小池　直美 ヴェルデ

松岡　磨由美 ライジング 松浦・松岡 小池・坂井 坂井　理枝子 ライジング

松浦・松岡 小池・坂井

新沼　和美 江別テ協 62 松浦・松岡 62 清野　有子 T.P.JOY

平原　栄子 宮の森 菅原・谷口 65 清野・松山 松山　智津子 宮の森

菅原　桂子 リーヴ 60 61 荒木　まゆみ ウェルネススクエア

谷口　雅子 新札幌 松浦・松岡 小池・坂井 川辺　真弓 ルネサンス

桶田　万佐子 AKIｻｰｸﾙ 65 64 沖田　香織 キャロット

三島　美恵子 アルマトーレ 内藤・細川 沖田・佐々木 佐々木　綾子 キャロット

内藤　真弓 ライジング 62 64 佐々木　女久美 千歳テ協

細川　和美 アルマトーレ 鈴木・濱 沖田・佐々木 細田　新子 千歳テ協

鈴木　詠子 スウィング 63 65

濱　里恵子 アルマトーレ 鈴木・濱 伊藤・久保

川内　ひろこ 宮の森 64 伊藤　亮子 アイボリー

水谷　美紀 新札幌 松浦・松岡 五十嵐・三浦 久保　佳子 KGｾﾝﾄﾗﾙ

阿戸　みゆき スウィング 63 62 石﨑　直子 宮の森

渡辺　真由美 ルネサンス 阿戸・渡辺 石﨑・美澤 美澤　美和 スウィング

62 倉岡　裕子 フリー

太田・森山 堀・小原 千葉　孝子 AKIｻｰｸﾙ

太田　裕貴子 ライジング 63 65 中谷　友恵 ヴェルデ

森山　亜美 LINKS 太田・森山 堀・小原 菱木　奈美 ミント

甲賀　恵子 宮の森 60 64 堀　雅子 T.PJOY

渡辺　清子 宮の森 太田・森山 五十嵐・三浦 小原　珠実 T.PJOY

江本　由美子 宮の森 65 61 大久保　智美 宮の森

北　栄美 新札幌 江本・北 大久保・鳥谷部 鳥谷部　郁美 岩見沢テ協

松岡　恵子 キャロット 63 64 佐々木　幸子 宮の森

三上　奈緒美 宮の森 高橋・三宅 五十嵐・三浦 皆川　さおり ライジング

61 65

高橋・三宅 五十嵐・三浦

高橋　良子 フリー 五十嵐　真理子 新札幌

三宅　喜世美 フリー 三浦　敬子 新札幌
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清水　一美 宮の森 長谷部　恵美子 宮の森

南保　英子 宮の森 清水・南保 長谷部・松本 松本　和子 ライジング

清水・南保 渡辺・増田

東　ひろみ GTC 62 高山・竹中 65 佐藤　めぐみ リーヴ

山本　博子 新札幌 東・山本 64 渡辺・増田 田宮　綾乃 宮丘

清田　亜美 アルマトーレ 65 62 渡辺　里美 恵庭テ協

万平　恵美 アルマトーレ 玉田・戸松 渡辺・増田 増田　夏誉 千歳テ協

玉田　ユキ フリー 64 63 秋田　美恵子 スウィング

戸松　美絵 東区体育館 玉田・戸松 今田・中野 佐藤　まり スウィング

伊藤　奈巳 アルマトーレ 60 63 今田　美由紀 宮の森

清水　寿美子 AKIｻｰｸﾙ 玉田・戸松 今田・中野 中野　美紀 宮の森

64 64

湯岡・吉永 小笠原・松村

湯岡　郁子 3105 小笠原　弘美 新札幌

吉永　緑 3105 高山・竹中 渡辺・増田 松村　陽子 スウィング

猿田　絵里 ヴェルデ 65 61 秋山　靖子 フリー

中村　亜弓 スウィング 猿田・中村 秋山・石川 石川　悦子 フリー

白井・原田 飯田・鵜川

白井　由里子 宮の沢競技場 64 64

原田　瑞穂　 宮の沢競技場 白井・原田 飯田・鵜川

片岡　久子 新札幌 63 飯田　智美 ウイング

本間　由美子 清田区体育館 高山・竹中 飯田・鵜川 鵜川　良美 新札幌

高山　緑 ヴェルデ 65 60 千葉　房重 フリー

竹中　直美 フリー 高山・竹中 荒谷・佐々木 稗田　佳子 フリー

65 荒谷　りか子 宮の森

高山・竹中 北野・佐藤 佐々木　葉月 宮の森

63 61

小原・竹内 北野・佐藤

小原　幸子 フリー 北野　恵子 ライジング

竹内　千恵子 宮の沢競技場 佐藤　陽子 ライジング
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