
C　級
1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

小笠原 弘美 新札幌 山口 真紀 フリー

松村 陽子 新札幌 吉永 緑 3105

郷久 由宇 ウィング

千葉 希代子 宮の森

日下 明子 フリー 大西 富美子 ライジング

宮﨑 美紀 キャロット 菅原 美貴 フリー

進藤 貴代 宮の森 大島 いづみ AKIサークル

山本 直子 宮の森 松久 紀美代 AKIサークル

田畑 夕可里 スウィング 下川原 光恵 3105

藤森 絵美子 フリー 田村 貴美恵 3105

志田 久恵 宮の森 富樫 えりな 宮の森

高橋 明子 宮の森 横山 雅子 ウェルネススクエア

小原 美加 トップ札幌森林公園 角谷 有里子 ルネサンス

中村 美佐子 トップ札幌森林公園 末永 惠 アルマトーレ

稲場 ちひろ ヴェルデ 松浦 育美 スウィング

藤井 江梨子 宮の森 森岡 夏美 スウィング

大西 まゆみ スウィング 坪谷 友美 フリー

羽鳥 明代 北区体育館 広瀬 亜津子 ライジング

岩崎 夕子 宮の森

柴田 浩子 フリー

川崎 聖美 白石区体育館 大塚 留美子 アルマトーレ

千葉 房重 新札幌 布施 和恵 宮の森

石崎陽子 アルマトーレ 増田 典子 ライジング

今野充子 アルマトーレ 三浦 みどり ライジング

坂本 亜希 フリー 太田 和子 スウィング

高見沢 裕子 ルネサンス 南部谷 千佳子 ライジング

前田 千晶 宮の森 高橋 薫 宮の森

村山 ひかり 宮の森 長崎 博子 宮の森

大久保 史 スウィング

西村 朋子 スウィング

清水 寿美子 アルマトーレ 西尾 亜弓 スウィング

清田 亜美 アルマトーレ 畠山 朋子 フリー

シード順位

シニア級
1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

三上 桂子 キャロット 渡辺 真由美 ルネサンス

山口 美紀 ライジング 太田 裕貴子 ライジング

江川 晴美 ライジング

雨海 洋子 トップ札幌森林公園

坪坂 陽子 旭川テ協 川崎 恭子 江別テ協

森川 美幸 旭川テ協 丸山 幸子 恵庭テ協

土屋 小由里 アルマトーレ 杉本 由加 アルマトーレ

亀井 信美 アルマトーレ 伊藤 奈巳 アルマトーレ

菅 雅子 ウェルネススクエア 山崎 和恵 FMT

鈴木 詠子 スイング 西 栄美子 宮の森

舟見 美恵子 フリー 間島 美代子 札幌テ協

香川 緑恵 AKIサークル 井本 豊子 千歳テ協

高谷 雅子 ウェルネススクエア

小田 千華子 小樽テ協

扇 ひなみ 岩見沢テ協 寺沢 優美子 WAVE

久保 摂子 岩見沢テ協 永田 直美 有明の森

高木 厚子 ライジング 坂部 由佳 ライジング

田中 洋子 札幌LTC 木村 弘美 ライジング

蒲生 典子 ウイング

保田 久美子 キャロット

北澤 安代 ライジング 濱野 明子 フリー

若松 真由美 ウィッチーズ 中井 真奈美 ウイング
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　1. 小笠原 ・ 松村　　2. 西尾 ・ 畠山　　3. 松浦 ・ 森岡　　4. 大西 ・ 羽鳥
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