
〈　A級決勝トーナメント　〉　 ( )はブロックナンバー

SF SF

簗瀬 直美 キャロット 田中 弘美 フリー

佐野 寿子 LCTA 簗瀬 直美 池畑 由梨 ライジング
佐野 寿子

62 62

猿田 絵里 ライジング 大久保 志保 スウィング
前川　美奈子 北広島テ協会 堀川 美奈子 新札幌

1R QF    SF　 SF　 QF 1R

下川原 光恵 3105 山本 直子 宮の森
田村 貴美恵 3105 郷久 由宇 ウイング

下川原 光恵

田村 貴美恵

万平 恵美 アルマトーレ 万平 恵美 61 62

清田 亜美 アルマトーレ 清田 亜美

村山 ひかり 宮の森 61 高見澤 裕子 松山 志麻 室蘭テ協
花井 智子 宮の森 坂本 亜希 東野 敦子 室蘭テ協

高見澤 裕子 ルネサンス 62 64 長崎 博子 長崎 博子 トップ札幌森林公園

坂本 亜希 フリー 高橋 薫 高橋 薫 トップ札幌森林公園

高見澤 裕子 62 三浦 みどり 宮の森

坂本 亜希 進藤 貴代 宮の森

65 63

太田 和子 スウィング 大西 まゆみ スウィング
西村 めぐみ スウィング 羽鳥 明代 北区体育館

〈　D級決勝トーナメント　〉　

SF SF

青砥 智恵美 ライジング 柳澤 さつき SEEKERSTT
蠣崎 久佳 ウイング 青砥 智恵美 加賀屋 梢 SEEKERSTT

蠣崎 久佳

62

佐藤 梨佳 ウイング

池田 昭恵 ウイング

長崎 博子
高橋 薫

63

長崎 博子

高橋 薫

  青砥 智恵美

蠣崎 久佳

61

柳澤 さつき

山本 直子

郷久 由宇

長崎 博子

高橋 薫

F

1. (1) (3) 3.

2. (2) （4） 4.

64

田中 弘美

池畑 由梨

田中 弘美

池畑 由梨

(6) 9.

BYE BYE

〈　C級決勝トーナメント　〉
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13.

4. (3) (7) 12.

BYE (9)

5. (4) (8)

14.

7. BYE BYE 15.

6.

8. （5） (10) 16.

F

1. (1) （2） 3.

2. BYE (3) 4.

加賀屋 梢

＜E　級＞

勝点 順位

浅木 綾子 ライジング

岡田 透子 ライジング
南山 美玲 ルネサンス
中村 美智子 ルネサンス

加藤 和代 ウィング

千場 万里子 ウィング

齋藤 智恵 ウイング

堀 智美 ルネサンス

4

6

4

1

4

2
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1R 2R QF    SF　 SF　 QF 2R 1R

佐藤 千絵子 ＧＴＣ 澤山 依救江 LCTA
会田 敏子 フリー 横山 麻里 フリー

佐藤千絵子 笠原 芳英

会田敏子 保田久美子

堀内 智江 フリー 菊池 かな子 65 65 笠原 芳英 笠原 芳英 キャロット
秋本 貴子 新札幌 山田 敦子 保田久美子 保田 久美子 キャロット

菊池 かな子 トップ札幌森林公園 63 佐藤千絵子 笠原 芳英 61 林 尚子 新札幌
山田 敦子 トップ札幌森林公園

会田敏子 保田久美子 西垣 希代子 ウイング

賀波澤 淳子 宮の森 62 61 池田 真弓 池田 真弓 LCTA
新津 智美 フリー 高橋 良子 高橋 良子 フリー

中谷 友恵 船塚かおる 60 梅田 久美子 宮の森

岩渕 都子 高谷みち子 川辺 真弓 フリー

60 64

中谷 友恵 ビーンズ 石元久美子 丹羽 尚美 船塚 かおる スウィング
岩渕 都子 フリー 水谷 美紀 峯岸 陽子 高谷 みち子 フリー

石元 久美子 新札幌 64 63 丹羽 尚美 ライジング
水谷 美紀 キャロット 峯岸 陽子 ライジング

石元 久美子 丹羽 尚美

水谷 美紀 峯岸 陽子

雨海 洋子 トップ札幌森林公園 雨海 洋子 63 64

濱 里恵子 キャロット 濱 里恵子

戸田 初美 新札幌 53ＲＥＴ 石元 久美子 丹羽 尚美 松岡 恵子 フリー
渡辺 真由美 ルネサンス 水谷 美紀 峯岸 陽子 池田 優子 アルマトーレ

大平 美香 ライジング 三上 奈緒美 61 62 森島 夏奈 森島 夏奈 トップ札幌森林公園

田中 充 ライジング 道田 佳代 北岡 あゆみ 北岡 あゆみ トップ札幌森林公園

三上 奈緒美 宮の森 63 佐藤 めぐみ 小原幸子 63 岩瀬  恵里 宮の森
道田 佳代 フリー 上木 加織 鈴木里枝 今井 里夏子 フリー

65 61

佐藤 めぐみ LCTA 小原 幸子 宮の沢競技場

上木 加織 トップ札幌森林公園 鈴木　里枝 フリー

〈　MIX級決勝トーナメント　〉　 

SF SF

金石 怜子 3105 グリーンウッド 佳奈 クィーンスポーツ

高坂 孝明 札幌LTC 金石 怜子 蒲生 塁 ウイング

高坂 孝明

65

工藤 美香 クィーンスポーツ

北本 賢一 アルマトーレ

5. (4) (15) 21.

6.

〈　B級決勝トーナメント　〉　 ( )はブロックナンバー
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1. (1) (12) 17.

2. BYE BYE 18.

BYE (16)

3. (2) (13) 19.

4. (3) (14) 20.

64

水谷 美紀
石元 久美子

7. BYE BYE 23.

8. (5) (17) 24.

22.

9. (6) (18) 25.

10. BYE BYE 26.

11. (7) BYE 27.

12. (8) (19) 28.

13. (9) (20) 29.

14. (10) (21) 30.

15. BYE BYE 31.

16. (11) (22) 32.

F

1. (1) (2) 3.

2. BYE (3) 4.

金石 怜子
高坂 孝明

62

蒲生 塁

グリーンウッド 佳奈


