
1R    SF　    SF　 1R

亀井　香 ウェルネススクエア 田中　洋子 札幌LTC

橋本　裕美 LINKS
亀井・橋本 田中・間島

間島　美代子 札幌LTC

65
大久保　志保 スウィング

亀井・橋本田中・間島
成田　麻奈美 ライジング

出町　美紀 ライジング
63 63

中井　真奈美 ウイング
玉田・工藤 木澤・簗瀬

玉田　かおり TEAM33
63

木澤　禎子 石狩テ協

工藤　淳子 TEAM33 簗瀬　直美 キャロット

1R    SF　    SF　 1R

平川　美季子 宮の森 齋木　美智子 フリー

石井　由美子 ライジング
平川・石井 齋木･仙北

仙北　和歌子 ＫＧセントラル

64 小川　千鶴 リーヴ

花井・山田福井・細川
上木　加織 リーヴ

64 64

花井・山田 福井・細川

花井　幸子 ルネサンス 福井　享子 東区体育館

山田　由起子 新札幌 細川　幹子 北区体育館
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(

花井・山田
64

亀井・橋本
64
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1R QF    SF　 SF　 QF 1R

濱田　薫 ヴェルデ 岡本　薫 新札幌

水島　幾代 ルネサンス
濱田・水島 五十嵐・三浦 岡本・土井

土井　いずみ 宮の森

63
桶田　万佐子 AKIｻｰｸﾙ

齋藤・伴野 岡本・土井
雨海　洋子 リーヴ

菅原　千鶴子 3105
64 65

松岡　恵子 キャロット

関川　聖子　 3105
齋藤・伴野 小川・藤井

三上　奈緒美 宮の森

齋藤　きみ子 あけぼの
61 63

小川　三千代 宮の森

伴野　由美子 フリー
五十嵐・三浦 石元・水谷

藤井　智恵子 アルマトーレ

五十嵐 真理子 新札幌
61 62

江川　晴美 ライジング

三浦　敬子 新札幌
五十嵐・三浦 江川・梅田

梅田　久美子 宮の森

62
栗野　彩子 アルマトーレ

五十嵐・三浦 石元・水谷
中原　亜希 キャロット

三宅　喜世美 フリー
WO 62

山本　明美 ライジング
三宅・山本 石元・水谷

川辺　真弓 ルネサンス
61

石元　久美子 新札幌

猿田　絵里 LINKS 水谷　美紀 新札幌

1R QF    SF　 SF　 QF 1R

柴田　浩子　　　　　フリー 片岡　久子 新札幌

中町　美香 ヴェルデ
小原・竹内 伊藤・宇野 伊藤・宇野

原子　智恵子 新札幌

小原　幸子 宮の沢競技場
61 63

伊藤　奈巳 アルマトーレ

竹内　千恵子 ライジング
小原・竹内 伊藤・宇野

宇野　千鶴 新札幌

大畠　恵美子 宮の森
62 64

山田　敦子 リーヴ

松本　和子 ライジング
坪谷・羽鳥 清水・南保

菊池　かな子 新札幌

坪谷　友美 北区体育館 64 64
清水　一美 宮の森

羽鳥　明代 北区体育館
小笠原・松村 伊藤・宇野

南保　英子 宮の森

今田　美由紀 宮の森
62 64 斉藤　春子 あいの里TC

中野　美紀 宮の森
小笠原・松村 千葉・中村

相馬　寿充子 あいの里TC

小笠原　弘美 新札幌
62 65

千葉　恵理子 キャロット

松村　陽子 新札幌
小笠原・松村 浅尾・本間

中村　輝美 キャロット

大西　まゆみ スウィング
64 64 浅尾　泰子 ライジング

松浦　育美 スウィング
大西・松村 浅尾・本間 本間　由美子 清田区体育館

坂本　亜希 東区体育館
64 64

門嶋　久美子 宮の沢競技場

佐々木　恵 中央区体育館 小出谷　玉緒 宮の沢競技場
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1R QF    SF　 SF　 QF 1R

谷　由里子 アルマトーレ 三島　美恵子 アルマトーレ

本田　千栄子 新札幌 谷・本田 三島・山本 山本　祥子 ウィング

谷・本田 賀波澤・真鍋

吉田　由紀子 フリー 62 62

秋野　和子 3105 三浦・酒井 賀波澤・真鍋

三浦　敏子 ライジング 64 賀波澤　淳子 宮の森

酒井　美千代 ライジング 谷・本田 石﨑・太田 真鍋　美雪 新札幌

小竹　由利子 大空 64 62 土屋　小由里 ルネサンス

松田　起恵子 フリー 小竹・松田 千葉・及川 池田　優子 アルマトーレ

64 千葉　孝子 AKIｻｰｸﾙ

小竹・松田 石﨑・太田 及川　志津子 AKIｻｰｸﾙ

64 61

美澤・伊藤 石﨑・太田

美澤　美和 スウィング 石﨑　直子 宮の森

伊藤　実佳子 スウィング 太田　裕貴子 ライジング
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