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三上 奈緒美 宮の森 五十嵐 真理子 新札幌
保田 久美子 キャロット 千葉 恵理子 キャロット

岡田 悦子 新札幌 田中 由美子 フリー
斉藤 ひとみ ヴェルデ 渡辺 真由美 ルネサンス
荒木 まゆみ ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ 山本 明美 ライジング
三浦 敏子 ライジング 吉田 由紀子 フリー
浅尾 泰子 ライジング 高橋 良子 フリー
上野 聡子 ウイング 三浦 敬子 新札幌
伊藤 リカ 宮の森 伊藤 淳子 フリー
安田 邦子 メガヒヨコ 福井 峰子 フリー

石山 としえ 宮の森 石川 伸子 アルマトーレ

西垣 希代子 ウイング 業天 美佐 アルマトーレ
浦山 悦子 アルマトーレ 清水 美春 キャロット
西出 路代 AKIｻｰｸﾙ 杉本 由加 アルマトーレ

木戸 綾子 ビーンズ 大崎 智恵美 宮の森
横岡 優美子 スウィング 新津 智美 フリー
秋本 貴子 新札幌 中村 亜紀子 フリー
堀内 智江 新札幌 渡辺 清子 宮の森
奥田 亜矢 ウイング 大畠 小百合 新札幌
鳥谷部 美紀 アルマトーレ 竹内 千恵子 ライジング
西 栄美子 宮の森 高山 緑 フリー
山崎 和恵 FMT 宮下 こづえ ライジング

伊勢 しおり リーヴ 佐々木 奈津江 宮の森
髙橋 美智子 宮の森 平塚 志津子 キャロット
甲賀 恵子 新札幌 池守 のぞみ ライジング
新沼 和美 江別テ協 高橋 智子 フリー

齋藤 きみ子 あけぼの 佐藤 緑子 宮の森
伴野 由美子 フリー 丹羽 尚美 ヴェルデ
美澤 美和 スウィング 賀波澤 淳子 宮の森
鍛治 孝子 ライジング 毛利 和代 アルマトーレ
中村 美佳 ライジング 稲見 理花 宮の森
村井 さおり ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ 髙野 美紀子 スウィング
泉 美智子 AKIｻｰｸﾙ 高平 真理 AKIｻｰｸﾙ
水島 幾代 キャロット 徳原 悦子 フリー

桶田 万佐子 AKIｻｰｸﾙ 高橋 真美 宮の森
高井 美紀子 札幌LTC 立石 かおり 宮の森
石﨑 直子 宮の森 栗原 美香 宮の森
品田 美由紀 ライジング 松本 知也 宮の森

秋山 真弓 GTC 小竹 和子 宮の森
長谷部 久美子 フリー 松村 美智子 宮の森
梶川 由美子 アルマトーレ 滝野 文代 宮の森
名和田 成子 あけぼの 三島 美恵子 アルマトーレ
岩瀬 千佳子 AKIｻｰｸﾙ 今井 紀子 東区体育館
佐藤 交子 AKIｻｰｸﾙ 德永 桂 東区体育館
丸次 朱美 宮の森 鵜川 良美 新札幌
山﨑 ひとみ 宮の森 坂上 優美恵 AKIｻｰｸﾙ

上田 陽子 ライジング 今井 里夏子 フリー
坪坂 陽子 旭川テ協 松岡 磨由美 ライジング

補　欠 1.鹿股 三千代・篠原 由美子（リーヴ・新札幌）　　2.田中　恵子・伊東　美和子（3105・ライジング）
3.浅野 ひろみ・徳田 雅恵（江別テ協）　　4.及川 和美・太田 裕貴子（キャロット・ライジング）
5.岩渕 都子・戸田 初美（PinPoint・岩見沢テ協）
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