
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

26

27

28

29

80

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

高橋・坂 口(と わの森 )

尾崎・西守 (帯 広大 谷 )

合本・阿 部 (旭川実業 )

駒 井・員 田 (羽 幌 )

池渕・高橋 (函 商・登明 日)

松川・塚本 (北 見商業 ,

松岡・上 田 (岩 見沢緑 陵 )

大塚・遠藤 (遠軽 )

増地・澤 田 (帯広農業 )

岡 田・渡邊 (旭川 東 )

佐 々木・岡部 (網走南夕丘 )

大 ド・小笠原 (帯 南商 )

山下・橋本 (あすかぜ )

岩佐・平手 (滝川 )

篠原 '成 田 (旭川 商業 )

泉・土井 (名 寄 )

17  高橋・藤 田 (科学大学 )

18   出戸・山田 (旭川西 )

19 久保 田・加藤 (帯 広 大谷 )

20 中野・大 日向 (旭 川 明成 )

21

22中 谷果・中谷莱 (札幌龍谷)

23 石倉・石野 (旭工・帯南商)

門 田・高橋 (旭川 実業 )

25  澁野・橋本 (北見柏陽)

澁谷・谷口(札東商)

佐々木・加藤 (旭川農業)

小池・平尾 (すL幌北陵)

氏原・吉田(旭川北)

杉原・安住 (岩 見沢東)

鈴木 下山(旭川大学)

木村・阿部 (東川)

川辺・山本 (滝川西)

津田・西

土屋・町田(本L東商)

倉内・4ヽ 林 (旭川北)

fIB川 ′卜林 (あすかぜ)

増田・山中(岩見沢西

谷 口・佐 々木 (旭川 明成 )

菅 沼 J鳥澤 (芦 別 )

41藤田彩・藤田悠 (旭川実業)

42  竹村・竹成 (帯 広緑陽)

43  高橋・山本 (旭川農業)

44

45  佐藤・F山 (登 別明日)

46   江見・森田(旭川西)

47 江尻・安西夏(函 館商業)

48  橋本・野澤 (帯 広農業)

平田・山本 (名

50  岩野・大道 (帯広大谷

51  榊本・木原 (旭川商業)

52  有賀・谷村 (
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65

大江・天池 (北見緑陵 )

河内・小寺 (帯南 商 )

樫原・山上 (旭川 西 )

渡辺・鈴木 (滝川 西 )

志賀・三浦 (科学 大学 )

畑 田・佐藤 L(北広 島 )

國枝・片川 (東り|)

下間 山・山森 (士 別翔雲 )

佐藤美・高橋 (遠軽 )

イヽリト小原 (本L幌北陵 )

藤 田・泉 (芦 別・滝り )

山中 佐藤 (北見柏陽 )

児工・齋藤 (と わの森 )

鋪 鶴 個
偽 本1・ 級 (洗桑

女子Pl

林・森 (士別翔雲 )

小野・八谷 (留萌 )
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福田夏・堀(科学大学)

須藤・り上(帯 広緑陽)

運上・須川 (留 萌)

喜多・廣瀬 (紋別)

定本・安藤 (北見北斗)

紺野・土田(滝川)

照井・加藤 (遠軽)

・佐藤 (帯広農業)

中林・松井 (札幌北陵)

佐々木・宮城 (本L幌啓成)

畠山・奥原 (北見柏陽)

光野・横掘 (旭川商業)

1岸・所 (帯広大谷 )

根Ft・ 清野 (本L東商)

和田・板谷 (旭川東 )

原・皆川 (あすかぜ )

本・西田(とわの森 )

古田・草薙 (帯広大谷)

本庄・中尾 (札幌東)

中村・大井 (岩 見沢緑陵)

高橋・I_伎 (旭川北)

小西・太齊 (名 寄)

高市・宮下(岩見沢西)

・中山(東り|)

大久保・村木 (士別翔雲)

・坂藤 (旭川西)

・嶋元 (羽 幌 )

中山 (札 幌龍 谷 )

渡部・沢本 (帯 南商)

真島・山田(滝川西)

加藤・田中(北広島)

野・加地 (旭 |1実業 )

青田・山口(帯南商)

戸田・葛西 (滝川)

大平・高楠 (北 見柏陽)

福田涼・橋本 (科 学大学)

・山川 (函 館 商業 )

加藤・里深 (留 萌)

大村・岡部 (とわの森)

佐々木・田中(旭川実業)

大澤・大場 (芦 別1)

佐藤・海谷 (旭川西)

畠山・金澤 (岩見沢東)

重山・4ヽ西 (美幌 )

岡本紘・岡本楓 (滝チ1西 )

羽場。佐々木 (名 寄)

杉山・岩時 (北広島)  112
端場・長谷川 (旭川明成)113
中山・阿部 (旭川農業) l14
甲斐璃・甲斐潮 (科学大学)115

小玉有・山岡 (士 別翔雲, 116

南條・山井 (旭 ,商業) HT
遠藤 寺岡 t遠軽) 118

木 石手 t帯 広緑 陽 ,  119

櫻 井・出下 (旭り1東)  120

真継・夏井 (帯広 大谷 ) 121

大場 永倉 (網 走南 ヶ丘) 122

田・―ッ

''(旭

り 大学 , 123

廣嶋・小り:|(札東商)  124
藤田・メ|1澄 (旭北・旭東) 125
矢戸・阿部 (帯広農業) 126

・藤原 (北見商業,  127

永井・梅木 (帯 南商)  128
本吉・菊池(と わの森)  129
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