
1R 2R QF SF SF　 QF 2R 1R
坪坂陽子 旭川テ協 小川 三千代 宮の森
青山美幸 TＰＪOY 藤井 智恵子 アルマトーレ

荒木 まゆみ ウェルネススクエア
三浦 敏子 宮の森

業天 美佐 アルマトーレ 髙橋 美智子 キャロット
若松 節子 宮の森 北 栄美 新札幌
渡辺 真由美 ルネサンス 山本 明美 ライジング
田中 由美子 フリー 秋本 貴子 新札幌

伴野 由美子 フリー 吉田 由紀子 フリー
齋藤 きみ子 あけぼの 三浦 敬子 新札幌
安田 邦子 宮の森 竹内 千恵子 ライジング
伊藤 リカ 宮の森 今井　紀子 フリー

徳田 雅恵 フリー
浅野 ひろみ フリー

篠原 由美子 新札幌 三島 美恵子 アルマトーレ
鹿股 三千代 トップﾟ札幌森林公園 梶川 由美子 アルマトーレ
奈良 佳子 ライジング 工藤 幸重 アルマトーレ
小竹 和子 宮の森 福井 峰子 フリー
浅尾 泰子 ライジング
池川明子 フリー

土屋 小由里 アルマトーレ 松岡 恵子 フリー
亀井 信美 アルマトーレ 池田 優子 アルマトーレ

1R 2R QF SF SF　 QF 2R 1R

川田 ゆき キャロット 三浦 みどり ライジング

松村 陽子 新札幌 増田 典子 ライジング

柴田 浩子     フリー

岩崎 夕子 宮の森

玉岡 二三枝 宮の沢競技場 外崎 菜穂子 トップﾟ札幌森林公園

渡辺 美夏 ライジング 久津間 久美子 スウィング

万平 恵美 アルマトーレ 田村 貴美恵 3105

清田 亜美 アルマトーレ 下川原 光恵 3105

今野 充子 アルマトーレ 石川 寿恵 新札幌

石崎 陽子 アルマトーレ 田邊 由佳 キャロット

大西 まゆみ スウィング 大塚 留美子 キャロット

菅原 美貴 フリー 布施 和恵 宮の森

千葉 房重 新札幌 清水 寿美子 アルマトーレ

畠山 朋子 フリー 田中 美幸 アルマトーレ

山本 直子 宮の森 志田 久恵 宮の森

郷久 由宇 宮の森 前田 千晶 宮の森

坂本 亜希 フリー 藤井 江梨子 宮の森

西尾 亜弓 スウィング 稲場 ちひろ ヴェルデ

中村 美佐子 トップﾟ札幌森林公園 高橋 薫 宮の森

小原 美加 トップﾟ札幌森林公園 長崎 博子 宮の森

吉永 緑 3105 角谷 有里子 ルネサンス

高橋 明子 宮の森 末永 恵 アルマトーレ

進藤 貴代 宮の森 数井 広美 宮の森

伊東 晴美 キャロット 嶌 邦子 宮の森

西 美恵子 スウィング 藤森 絵美子 フリー

峰田 ゆかり スウィング 田畑 夕可里 スウィング

松久 紀美代 AKIサークル 谷村 久佳 ウイング

大島 いづみ AKIサークル 千葉 希代子 ウイング

広瀬 亜津子 ライジング

坪谷 友美 フリー

横山 雅子 ウェルネススクエア 小笠原 弘美 新札幌

富樫 えりな 宮の森 井島 由梨 新札幌

シード順位
1. 川田 ゆき 2. 小笠原 弘美 3. 坂本 亜希 4. 志田 久恵

松村 陽子 井島 由梨 西尾 亜弓 前田 千晶
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〈　B級シニア　〉
F

1.

2. BYE BYE 18

3. BYE 19

4. 20

5. 21

6. BYE BYE 22

7. BYE BYE 23

8. 24

13. 29

9. 25

10. BYE BYE 26

11. BYE 27

12. 28

14. BYE 30

15. BYE BYE 31

4. 20

16. 32

F

1. 17

〈   C級   〉

2. BYE 18

3. 19

5. 21

6. 22

7. 23

8. 24

9. 25

10. 26

16. 32

11. 27

12. 28

13. 29

14. 30

15. BYE 31




