
川原・奥谷 (帯広農業 )

神 11・ 東 7,(旭川 工業

池 田・′1ヽ lJ(岩 見沢東 )

相沢。久保 (滝 川西

秋田・長谷川 (旭 川実業)

石黒・村山 (留 萌

浅野・駒村 (旭川明成 )

宮崎・岩井 (旭川商業 )

谷脇・細井 (旭川東 )

丸山・茂田(旭川工

福井・齊藤 (旭川実業 )

藤澤・武田 (声別j)

大町・三井 (旭川大学 )

池田・仲野 (北見北斗 )

千葉・岡田(旭川西

蓄ξ 小原 (滝川西 )

小野寺・岡本 (帯広農業 )

上田・畠山(旭川工

大野・斎藤 (旭川明成 )

森木・営野 (旭工・旭商 )

松村・板垣 (旭川工

村上・荒 (帯 広大谷 )

及川・菅原夢 (旭川実業

阿部。西 (帯 広農業 )

橋本・岡嶋 (北見柏陽 )

早坂・片山 (滝川西 )

赤崎・奈良 (旭川工業

峯・富田(北 見柏陽)

加藤諒・大川 (旭川実業

官田・渡部 (帯広大谷)

岩崎。坂藤 (旭川商業)

金村・坂田(旭川工業)

若島・岡村 (帯広農

佐藤・高島 (旭川明成 )

森・佐々木 (旭川実業

佐々木・佐藤 (北見北斗)

梅澤・中山(岩 見沢東)

能登・澤井 (留 萌

谷・小野寺 (北見北斗

菅原・滝口(旭川工業 )

高桑。高橋 (北 見柏陽 )

阿部・谷保 (旭川西 )

千葉。森 (帯 広農業 )

渋谷・柳本 (旭川明成 )

片山・佐藤 (旭川工

齊藤・浅井 (旭川東)

沢|]・ 中村 (旭川商業)

伊藤・斉藤 (滝川西
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子男

岩崎・伊藤圭(旭川工業)

仁尾・森田(北見柏陽)

落合・大山(旭川実業 )

大野・鈴木 (岩 見沢東)

引野・竹内(旭川明成)

和田・貞本 (帯広農業)

佐藤慎。梨木 (旭川商業)

永・東 (滝 川西 )

こ浦・児玉(旭川実業)

加藤・山口(留 萌)

曽根・阿部 (旭川西)

光好・福士 (旭り!1工 業)

篠崎。松尾 (芦別)

小倉・浅田(旭川東)

梅村・近藤 (帯広大谷)

・藤原 (旭 川工業 )

代・阿部 (帯広農業 )

田中 '塚辺 (旭川商業 ,

石井・野沢 (北 見柏陽 )

藤井・桐 (旭川実業 )

赤塚・皆木 (旭川工業 )

原田・穂高 (北 見北斗 )

阿部・斎藤 (滝川西 )

・竹山(帯広農業)

千田。今野 (旭り|1明成 )

佐藤大・伊藤 (旭川商業 )

藤山。日諸 (旭川西 )

・菊池 (旭川実業 )

久保・浅野 (留萌)

勝本・吉田(旭川工業)

村谷・り|1端 (滝川西)

上村・阿部 (帯広農業)

田村・高藤 (カリ|1工業 )

川原・宮崎 (芦別 )

橋場・貞金 (東川)

守・菅原銀 (旭川実業 )

佐藤・中野 (帯広大谷 )

名和・下田 (旭川大学

'

今・角井 (岩見沢東 )

・西島 (旭川工業 ,

良・黒FH(帯広農業
'

永倉・14岡 (旭川東 )

・渡辺 (旭川実業

'

田。中山 (北 見北斗 )

三浦・鎌塚 (滝川西 )

・横平 (北 見柏陽 )

善志・山本 (九り 1明 成 |

藤・笠井 (旭川工業)

増地・泉 (帯広農業

'

川原・り|1上 (旭川西 )
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