
1R    SF　    SF　 1R

木澤　禎子 石狩テ協 玉田　かおり TEAM33

簗瀬　直美 キャロット 木澤・簗瀬 玉田・金石 金石　怜子 3105

塩﨑・堀川　 　田中・間島

塩﨑　綾香 KGｾﾝﾄﾗﾙ 61 65
堀川　美奈子 新札幌 塩﨑・堀川 田中・間島

石橋　亜希子 ウイング 62 田中　洋子 札幌LTC

舟見　美恵子 フリー 間島　美代子 札幌LTC

1R 1R

橘井　友香 新札幌 佐久間　久恵 白石区体育館

造田　美紀 白石区体育館
西堀・吉岡　 　八谷・馬渕

西村　朋子 スウィング

西堀　恵子 宮の森 61 62 八谷　美香 ライジング

吉岡　美幸 宮の森 馬渕　恵理子 ライジング

西堀・吉岡　

61
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1R QF    SF　 SF　 QF 1R

五十嵐　真理子 新札幌 伊藤　淳子 フリー

小原　珠実 スウイング 五十嵐・小原 齋藤・伴野 福井　峰子 フリー

63 齋藤　きみ子 あけぼの

雨海・鳥谷部 松岡・松浦 伴野　由美子 フリー

小原　瑞穂 ヴェルデ 61 63 中村　亜紀子 江別テ協

清水　美春 キャロット 雨海・鳥谷部 松岡・松浦 新沼　和美 江別テ協

雨海　洋子 リーヴ 60 62 松浦　智子 MTC

鳥谷部　郁美 岩見沢テ協 上田・松岡 浅利･小林 松岡　磨由美 ライジング

佐藤　めぐみ リーヴ 64 64 北岡　あゆみ リーヴ

上木　加織 リーヴ 佐藤・上木 小原・竹内 戸田　初美 岩見沢テ協

61 小原　幸子 宮の沢競技場

上田・松岡 浅利･小林 竹内　千恵子 ライジング

鎌田　ひとみ アルマトーレ 61 60

三宅　喜世美 フリー 上田・松岡

上田　陽子 ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ 64 浅利･小林 浅利　紀子 ライジング

松岡　恵子 札幌ＬＴＣ 小林　直子 ライジング

1R QF    SF　 SF　 QF 1R

斉藤　弘子 宮の森 三浦　敬子 新札幌

保田　久美子 キャロット 斉藤・保田 三浦・吉田 吉田　由紀子 フリー

62 亀井　信美 札幌LTC

斉藤・保田 石元・水谷 宮崎　郁子 札幌LTC

堀内　智江 新札幌 63 62 岩瀬　千佳子 AKIｻｰｸﾙ

池田　真弓 ＬＣＴＴ 及川・千葉 石元・水谷 佐藤　交子 AKIｻｰｸﾙ

及川　志津子 AKIｻｰｸﾙ 63 61 石元　久美子 新札幌

千葉　孝子 AKIｻｰｸﾙ 斉藤・保田 石元・水谷 水谷　美紀 新札幌

伊勢　豊子 あけぼの 62 64 蟹口　靖子 スウィング

玉川　尚己 ウイング 鍛治・庄司 甲賀・加賀 横沢　恵津子 あけぼの

鍛治　孝子 ライジング 60 62 甲賀　恵子 新札幌

庄司　真由美 小樽グリーン 鍛治・庄司 石﨑・美澤 加賀　広子 フリー

土屋　小由里 ルネサンス 60 64

池田　優子 フリー 石川・業天 石﨑・美澤

石川　伸子 アルマトーレ 62 石﨑　直子 宮の森

業天　美佐 アルマトーレ 美澤　美和 スウィング

石元・水谷

63
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1R 2R QF    SF　 SF　 QF 2R 1R

片岡　久子 新札幌 志田　久恵 宮の森

原子　智恵子 新札幌 片岡・原子 志田・前田 前田　千晶 ライジング

片岡・原子 白井・原田

坂本　亜希 月練会 65 63

佐々木　恵 北ガスアリーナ 齋藤・高崎 白井・原田

齋藤　奈巳 フリー 63 白井　由里子 宮の沢競技場

高崎　理佐子 室蘭テ協 伊藤・河端 中川・宮崎 原田　瑞穂　 宮の沢競技場

伊藤　ミドリ フリー 64 65 池田　仁美 ライジング

河端　昌子 ウイング 伊藤・河端 池田・三浦 三浦　みどり ライジング

伊藤・河端 中川・宮崎

64 61

清水・杉林 中川・宮崎

清水　寿美子 アルマトーレ 中川　博美 フリー

杉林　文子 AKIｻｰｸﾙ 伊藤・河端 中川・宮崎 宮崎　奈穂美 新札幌

佐々木　葉月 ライジング 62 65 浅尾　泰子 ライジング

曽我部　二葉 ライジング 佐々木・曽我部 浅尾・上野 上野　聡子 ウイング

佐々木・曽我部 浅尾・上野

62 65

秋田･佐藤 玉岡・敦賀

秋田　美恵子 スウィング 玉岡　二三枝 宮の沢競技場

佐藤　まり スウィング 蔵前・中町 清水・南保 敦賀　千香子 フリー

湯岡　郁子 3105 62 61 坪谷　友美 北区体育館

吉永　緑 3105 湯岡・吉永 坪谷・羽鳥 羽鳥　明代 北区体育館

蔵前・中町 清水・南保

61 64

蔵前・中町 清水・南保

蔵前　幸江 ヴェルデ 清水　一美 宮の森

中町　美香 ヴェルデ 南保　英子 宮の森
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