
（　）はブロック番号

<  50歳以上級　>

木村　広美 ライジング 坪坂　陽子 旭川テ協

簗瀬　直美 キャロット 木村・梁瀬 坪坂・堀 堀　雅子 TPJOY

木村・梁瀬

木村・梁瀬 倉・松山

(2) 奥田　亜矢 ウイング

中島　和代 名寄TC 石元・水谷 倉・松山

石元　久美子 新札幌 倉　みつ子 旭川テ協

水谷　美紀 新札幌 木村・梁瀬倉・松山 松山　智津子 旭川テ協

(4) 太田　裕貴子 ライジング 石﨑　直子 宮の森

高木　久美子 ライジング 太田・高木 佐藤・丹羽 品田　美由紀 ライジング

佐藤　緑子 宮の森

太田・高木 浅井・江川 丹羽　尚美 宮の森

石橋・安田 浅井・江川

石橋　亜希子 ウイング 浅井　睦 小樽テ協

安田　邦子 宮の森 江川　晴美 ライジング

扇　ひなみ 岩見沢テ協 及川　志津子 AKIｻｰｸﾙ

川﨑　恭子 江別テ協 扇・川﨑 山形・池内 工藤　ゆかり 江別テ協

山形　敦子 フリー

扇・川﨑 扇・川﨑 山形・池内 池内　孝子 ライジング

秋本　貴子 新札幌

高平　真理 AKIサークル 秋本・高平 高橋・山口

綱渕　真由美 AKIｻｰｸﾙ 髙橋　八月 ライジング

山口　典子 AKIｻｰｸﾙ 扇・川﨑 中井・濱野 山口　美紀 ライジング

河本　秋子 フリー 青山　曜子 札幌LTC

髙見　葉子 室蘭テ協 河本・高見 青山・持田 持田　暁子 札　ＬＴＣ

高井・星 中井・濱野

石山　としえ 宮の森

賀波澤　淳子 スウィング 高井・星 中井・濱野

高井　美紀子 札幌LTC 中井　真奈美 ウイング

星　道子 アルマトーレ 濱野　明子 フリー

1R SF F SF 1R

末澤　知早子 新札幌 五十嵐・太田 亀井　信美 札ＬＴＣ (3) 5

丸山　幸子 恵庭テ協 末澤・丸山 　亀井・宮崎 宮崎　郁子 札LTC

髙野　美紀子 スウィング (4) 6
木村・内藤 五十嵐・太田 横沢　恵津子 あけぼの

7
木村・内藤 五十嵐・太田

木村　弘美 江別テ協 五十嵐　由紀 フリー (5) 8

内藤　久美子 ＳＴレッスン 太田　幸江 新札幌

伊藤　あきえ フリー

村尾　直美 ウィッチーズ 伊藤・村尾

伊藤・村尾

蝦名　眞紀子 宮の森

三浦　敬子 新札幌 蛯名・三浦

岩間　眞智子 あけぼの

小松　可居 札幌テ協

16

BYE

2R SF SF 2R 1R
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（　）はブロック番号

<  50歳以上級　>

徳原　悦子 フリー 玉川　尚巳 ウイング

鳥谷部　美紀 アルマトーレ 徳原・鳥谷部 玉川・松岡 松岡　恵子 フリー

徳原・鳥谷部 内藤・細川

(2) 高橋　智春 フリー

奈良　佳子 ライジング 稲見・横岡 鍛冶・濱

稲見　理花 宮の森 鍛治　孝子 ライジング

横岡　優美子 スィング 内藤・細川 濱　里恵子 アルマトーレ

(4) 菅　雅子 ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ 秋山　真弓 GTC

鈴木　詠子 スウィング 菅・鈴木 香川・舟見 雨海　洋子 リーヴ

香川　緑恵 AKIｻｰｸﾙ

内藤・細川 香川・舟見 舟見　美恵子 チームナイス

内藤・細川 今井・松岡

内藤　真弓 ライジング 今井　里夏子 フリー

細川　和美 アルマトーレ 松岡　磨由美 ライジング

泉　美智子 AKIｻｰｸﾙ 甲賀　恵子 新札幌

水島　幾代 キャロット 泉・水島 長谷部・藤井 渡辺　清子 宮の森

滝野・三島 長谷部　久美子フリー

泉・水島 小林・寺澤 藤井　智恵子 アルマトーレ

高橋　由紀子 札幌LTC

田村　都子 ＴＣダッシュ 高橋・田村 小林・寺澤

山本　佳子 ビーンズ 小林　直美 フリー

山本　三千子 アルマトーレ 泉・水島 滝野・三島 寺沢　優美子 WAVE

佐藤　美雪 フリー 滝野　文代 宮の森

山崎　和恵 フリー 佐藤・山崎 滝野・三島 三島　美恵子 アルマトーレ

大森・澤田 滝野・三島

真鍋　美雪 新札幌

武藤　直美 フリー 大森・澤田 伊藤・宇野

大森　奈津代 宮の森 伊藤　奈巳 アルマトーレ

澤田　忍 フリー 宇野　千鶴 新札幌

SF SF 1R

北山　清子 有明の森 北山・深谷 梶川　由美子 アルマトーレ

深谷　ひろみ HORITS 北山・深谷 梶川・名和田 名和田　成子 あけぼの

池守　のぞみ ライジング

北山・深谷 梶川・名和田 三浦　敏子 ライジング

更科・馬場 阿部・丸田

更科　美智枝 アルマトーレ 安部　敏子 室蘭テ協

馬場　敬子 アルマトーレ 丸田　たか子 室蘭テ協

小田　るり子 帯広テ協

髙木　厚子 ライジング 小田・高木

小田・高木

石川　美江 札ＬＴＣ

武田　悦子 札LTC 谷本・仁部

谷本　美根子 ウイング

仁部　みゆき ルネサンス
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（　）はブロック番号

<  50歳以上級　>

森　弘美 宮の森 北市　雅子 ライジング

山﨑　ひとみ 宮の森 森・山崎 北市・高田 高田　淳子 ライジング

森・山崎 斉藤・保田 北原・若松

(2) 石川　伸子 アルマトーレ

業天　美佐 アルマトーレ 石川・業天

下川原　光恵 3105 北原・若松 北原　由美 3105

田中　恵子 ライジング 清水・松久斉藤・保田 若松　節子 宮の森

(4) 浦山　悦子 新札幌 岡田　悦子 新札幌

西出　路代 AKIｻｰｸﾙ 浦山・西出 山本・吉田 斉藤　ひとみ ヴェルデ

山本　明美 ライジング

清水・松久 斉藤・保田 吉田　由紀子 フリー

浅野　ひろみ 江別テ協

徳田　雅恵 江別テ協 清水・松久

清水　一美 宮の森 斉藤・保田 斉藤　弘子 宮の森

松久　紀美代 AKIｻｰｸﾙ 保田　久美子 キャロット

齊藤　直美 フリー 杉本　由加 アルマトーレ

毛利　和代 アルマトーレ 齋藤・毛利 戸田・室矢 溝口　悦子 スウィング

戸田　初美 岩見沢テ協

阿戸・荒木 阿戸・荒木 会田・齋藤 室矢　里子 新札幌

阿戸　みゆき スウィング

荒木　まゆみ ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ 阿戸・荒木

伊勢　しおり リーヴ 会田　敏子 新札幌

小林　雅美 あけぼの 阿戸・荒木福井・伊藤 齋藤　則子 新札幌

北澤　安代 ライジング 篠原　由美子 新札幌

渡辺　真由美 ルネサンス 北澤・渡辺 福井・伊藤 土屋　小由里 ルネサンス

伊藤　淳子 フリー

北澤・渡辺 福井・伊藤 福井　峰子 フリー

田畑　夕可里 ミント

東　ひろみ GTC 田畑・東

富樫　真佐子 新札幌 荒谷・高橋 荒谷　りか子 宮の森

北　栄美 新札幌 高橋　裕子 札幌LTC

1R SF SF 1R

杉本　いづみ 宮丘 武田・若松 小竹　和子 宮の森

松村　美智子 宮の森 杉本・松村 木村・平塚 丸次　朱美 宮の森

木村　静子 ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ

岩瀬・佐藤 武田・若松 平塚　志津子 キャロット

岩瀬　千佳子 AKIｻｰｸﾙ 伊東　美和子 ライジング

佐藤　交子 AKIｻｰｸﾙ 岩瀬・佐藤 武田・若松 大橋　久美子 フリー 1-4

千　恵美 札幌LTC 武田　曜子 ライジング

松田　起惠子 フリー 若松　真由美 ウィッチーズ

秋元　慈江 FMT

神川　久美子 あけぼの 秋元・神川

新津　敬子 札幌テ協

門田　ゆみこ 小樽テ協 杉谷・広瀬

髙橋　安子 小樽グリーン

前重　京子 小樽グリーン 杉谷・広瀬

杉谷　佳津 富良野テ協

広瀬　時子 TPJOY
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