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130   渡辺・小鹿(とわの森)

131   本 田・日蔭 (旭り 西 )

中條・鶴田(北 見柏陽)

細井・中井 (と わの森 )

由利・鈴木 (旭川農業 )

後藤・帆鷲 (函館商業 )

横尾・芳賀 (旭川大学 )

佐藤・齋藤 (lL幌東 )

伊藤・開田(旭川商業 )

椛澤・井出 (岩見沢東)

渡辺・中山(滝川 )

土屋・能代 (帯広大谷 )

徳佐・野部 (遠軽 )

千坂・梅原 (岩 見沢緑陵 )

伊藤・鈴木 (旭川西)

太田・酢谷 (帯南商)

村岡・山岸 (東川 )

高橋・棲井 (帯広農業 )

飯田・細川 (本L東南)

引野・三樹 (名 寄)

片原・鳥井 (旭川東)

丸谷・矢澤 (あすかぜ )

上村・荒川 (本L幌啓成 )

川澄・菊地 (旭川北 )

野平・鈴木 (帯広大谷 )

境野・木下 (科学大学 )

蘇武・大林 (旭川実業 )

大谷・坂上 (士別翔雲 )

松尾・神部 (札幌北陵)

人巻・菊地 (滝 川西)

荒田・小酒井 (旭り|1明 成 )
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峙岡・野口(旭川明成)

名内・神田(岩 見沢西 )

太田・安田 (本L幌東 )

木原由・高橋 (北見緑陵)

高嶋・姉崎 (帯広農業 )

堀田・野村 (あすかぜ )

大島・藤原 (旭川実業 )

會澤・村田(岩 見沢東 )

大野・中島 (帯南商 )

但本・勝山(科学大学

高橋・菅原 (網走南ヶ丘)

佐藤・石川 (帯広大谷)

運上・櫻庭(滝川)

祢津・兼光(旭川北)

関口。西田(士別翔雲)

越田・柏葉 (北 見柏陽)

野崎・久保田(オL東商)

光野・寺田(東川)

坂上・北川 (科学大学)

波佐・武田(帯南商)

性藤・金田〈名寄)

渡邊・加藤 (岩見沢緑陵)

三浦・夕鰤姜(滝川西)

岳・斎藤 (旭りll西 )

辻・水野(旭り|!東 )

大川・4ヽ山(札幌北陵)

斉藤・金兵(札幌龍谷)

林・野官(北 見商業)

佐々木・佐藤万(遠軽)

山川・土村 (旭川商業)

卯子澤・和国(とわの森)

近井。前川 (士別翔雲)

上村・4ヽ野寺 (滝川)

大田。近藤 (旭メ|1高専)

松田・冨口(声別)

白幡・高井 (北見北斗)

杉本・花岡 (北見柏陽)

上野・縄田(旭り:!明成)

ニッ谷・和野(函館商業)

井上・奥山(札幌啓成)

白石・り|1田 (帯広農業)

山口・木全 (旭川農

堀・米澤 (旭川商業)

矢口・渋谷 (名 寄)

|■瀬・大井 (旭川実業)

桜井・森谷

野原 `河本 (帯南商)

北山・西村 (滝川西 )

阿部・阿閉 (美幌 )

小島・通 (帯広大谷)

斎藤・村田(帯広緑陽 )

佐藤楓・浅井 (北広島)

高野・関口(と わの森)

星・中村 (旭川西 )

柏原・鈴木 (留 萌)

相沢・森岡 (札 東商)

滝沢・小椋 (あすかぜ )

神永・工藤 (羽幌 )

赤石・高橋 (著 見沢東)

森下・佐藤 (旭川東)

木曽・板本 (旭川商業)

入谷・小笠原 (科学大学)
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・久保 (北見商業)

南雲・藍原 (旭川西 )

佐藤・氏家 (と わの森 )

児玉・/卜野 (帯広大谷 )

丹羽・斎藤 (あすかぜ )

佐々木・武田(本L幌北陵)

齊藤・柿崎 (留萌 )

藤垣・中山(名 寄)

岡部・井戸 (帯広緑陽 )

森谷・喜多 (旭川実業 )

工藤・田中 (と わの森 )

・磯島 (旭川西)

井上。近藤 (函館商業 )

平・は1内 (旭川明成 )

金廣・籠山(登別明日)

杉森・大野 (滝川西)

川崎・坂田(北 見北斗 )

田村。中山 (旭り1北 )

金澤・五十嵐 (科学大学)

・浪岡 (と わの森)

渕野・北本 (岩見沢緑陵)

為国・相場 (遠軽 )

黒・善田(旭川農業 )

角田・工藤 (北広島)

大井・倉畑 (旭り11実業)

里・小野 (砂川)

所・南部 (帯南商)

稲見・大田(岩見沢西)

山岡。中島(旭川商業)

中尾・松本 (網走南ヶ丘)

奥原・木原佳 (北見緑陵)

伊藤朱・伊藤順 (芦別 )

鷲見・′jヽ 王彩 (士別翔雲 )

渡邊・米倉 (岩緑・本L東商)

石岡・添田(滝川西 )

高橋・竹内OL幌龍谷)
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