
1R QF SF　 SF　 QF 1R

塩﨑　綾香 KGｾﾝﾄﾗﾙ 有吉　恭子 フリー

堀川　美奈子 新札幌 堀川・塩﨑 堀川・塩﨑 清野・松山 浜岡　真弓 ライジング

工藤　やよい 岩見沢テ協 63 65 65 清野　有子 T.P.JOY

坂井　美哉子 宮の森 堀川・塩﨑 清野・松山 松山　智津子 宮の森

小原　珠実 スウィング 63 65 北澤　安代 ライジング

吉川　しのぶ 旭川テ協 斉藤・保田 堀・三浦 渡辺　真由美 ルネサンス

斉藤　弘子 宮の森 61 60 堀　加奈枝 函館テ協

保田　久美子 キャロット 堀川・塩﨑 石田・平井 三浦　朋子 函館テ協

長田　由美子 恵庭テ協 61 63 松浦　智子 MTC

増田　夏誉 POTA 長田・増田 石田・平井 松岡　磨由美 ライジング

清田　亜美 アルマトーレ 62 64 石田　マキ ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ

万平　恵美 アルマトーレ 加藤・長橋 石田・平井 平井　まどか あけぼの

加藤　綾 T.P.JOY 61 63 沖田　香織 キャロット

長橋　美喜 T.P.JOY 加藤・長橋 大久保・成田 佐々木　綾子 キャロット

浅利　紀子 ライジング 62 63 大久保　志保 スウィング

小林　直子 ライジング 加藤　綾 成田　麻奈美 ライジング

長橋　美喜 加藤　綾

清野　有子 63 長橋　美喜

松山　智津子

1R 2R QF    SF　 SF　 QF 2R 1R

扇　ひなみ 岩見沢テ協 小斎　玲子 ライジング
川﨑　恭子 江別テ協 山口　美紀 ライジング

扇・川﨑 小斎・山口

63 浅井・丹羽 63

63

坪坂　陽子 旭川テ協 立花　法子 エルバッハ
三浦　敬子 新札幌 岡本・加藤 浅井・丹羽 石川　暁子 ライジング

髙橋　八月 ライジング 65 64 秋本　貴子 新札幌
持田　暁子 札幌LTC 秋本・山本 山本　明美 新札幌

61 石川　伸子 アルマトーレ
岡本・加藤 浅井・丹羽 毛利　和代 アルマトーレ

61 64

岡本　志保子 ライジング 浅井　睦 小樽テ協
加藤　久恵 フリー 石川・江崎 浅井・丹羽 丹羽　由美子 小樽テ協

倉　みつ子 旭川テ協 62 03RET 石橋　亜希子 ウイング
三宅　喜美子 旭川テ協 舟見　美恵子 フリー

石川・江崎 臼木・菅原

62 60

石川　幸枝 音更テ協会 臼木　裕視子 旭川テ協
江崎　紀代美 芽室テ協 石川・江崎 三上・山形 菅原　裕美 旭川テ協

中井　真奈美 ウイング 62 65 及川　志津子 AKIｻｰｸﾙ
濱野　明子 フリー 香川　緑恵 AKIｻｰｸﾙ

小林・寺沢 三上・山形

64 64

小林　直美 フリー 三上　桂子 キャロット

寺沢　優美子 WAVE 岡本　志保子 山形　敦子 宮の森

加藤　久恵 岡本　志保子

三上　桂子 W.O 加藤　久恵

山形　敦子
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