
1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R

石元 久美子 新札幌 新沼 和美 江別テ協

水谷 美紀 新札幌 中村 亜紀子 江別テ協

高橋 紀美代 フリー

横山 麻里 フリー

中川 博美 フリー 菅原 千鶴子 3105

鵜川 良美 新札幌 内藤 真弓 ライジング

浦山 悦子 アルマトーレ 今 陽子 宮の森

中島 和代 フリー 森 弘美 宮の森

保田 久美子 キャロット 美澤 美和 スウィング

笠原 芳英 キャロット 大久保 智美 宮の森

丹羽 尚美 ライジング 佐藤 めぐみ トップ札幌森林公園

佐々木 奈津江 宮の森 青井 綾乃 小樽グリーン

三上 奈緒美 宮の森 戸田 初美 岩見沢テ協

道田 佳代 フリー 岡本 薫 新札幌

伊藤 ミドリ スウィング 松田 由美子 スウィング

田中 恵子 ライジング 中村 亜弓 スウィング

宮下 こづえ ライジング 尾崎 優子 宮の沢競技場

豊浦 麻衣子 KGセントラル 草野 朋子 宮の沢競技場

鳥谷部 郁美 岩見沢テ協 池田 真弓 LCTT

真鍋 美雪 新札幌 戸川 綾子 アイボリー

木戸 綾子 ビーンズ 中原 亜希 キャロット

会田 敏子 ビーンズ 鳥谷部 美紀 アルマトーレ

澤山 依救江 LCTT 佐々木 綾子 キャロット

峯岸 陽子 ライジング 後藤 香織 キャロット

斉藤 恵 新札幌 雨海 洋子 トップ札幌森林公園

斉藤 みどり 宮の森 秋山 真弓 GTC

梅田 久美子 宮の森 藤原 久美 フリー

奥泉 綾乃 ギガヒヨコ 小出谷 玉緒 宮の沢競技場

北岡 あゆみ トップ札幌森林公園 宇野 千鶴 宮の森

藤森 里菜 トップ札幌森林公園 高田 淳子 ライジング

佐々木 幸子 宮の森 菊池 かな子 新札幌

高橋 良子 フリー 山田 敦子 トップ札幌森林公園

関川 聖子 3105 伊勢 しおり トップ札幌森林公園

原 優子 ウイング 山﨑 和恵 FMT

林 尚子 新札幌 松本 和子 ライジング

岡田 悦子 新札幌 大畠 恵美子 宮の森

奥田 亜矢 フリー 石﨑 直子 宮の森

篠原　陽子 札幌LTC 岩渕 都子 ピンポイント

中野 美紀 宮の森 中村 輝美 キャロット

中西 貴子 新札幌 渡辺 美彩 キャロット

小池 直美 フリー 川辺 真弓 ライジング

猿田 絵里 ライジング 中谷 友恵 ビーンズ

細川 幹子 宮の森 戸松 美絵 宮の沢競技場

高島 未歩香 新札幌 玉田 ユキ ライジング

小原 幸子 フリー

鈴木 里枝 フリー

河端 昌子 ライジング 佐藤 千絵子 GTC

玉川 尚己 ウイング 飯田 智美 ライジング

シード順位
1. 石元 久美子 2. 佐藤 千絵子 3. 斉藤 恵 4. 佐々木 綾子

水谷 美紀 飯田 智美 斉藤 みどり 後藤 香織
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