
114  下川・唇澤 (と わの森 )

115 岩瀬・山田 (旭川工業 )‐一¬
1

H6北 野澤。松川 (帯広工業)

117  柳田。池田(滝り|1西 )

118 山谷・吉本 (旭川商業 )

119 高石・國井 (旭川明成 )

120 三浦・児玉(旭り11実 業)

121   岡部,杉本 (東り11)

122 青木・岡本 (帯広農業)

123  谷・穂高 (1ヒ見北斗)

124 勝本。吉田(旭川工業)

125   田北・武田(声別)

126  谷脇・細井 (旭川東)
l

127吉 =・ ■野寺 (登号:FE,

128 妻本・幾島 (紋
=1)―

一―|

■

129 本i上・渡部 (帯広大谷 ) F^2
130  原・秋元 (本L幌北陵) 1
131  佐藤・瀧 (旭川農業)

132   森り||。 大石 (滝川 )

133 大山。小林 (旭川実業)

134 川原・阿部聖 (旭川西)

135 益田・葛西 (岩 見沢西)

136 横曲・伊勢 (帯広工業)

137 松村。東谷 (旭りll工 業)

138  村谷・斎藤(滝川西)―一→

男子P2
糞曇・桐 (旭川実業 )

花岡・谷本 (旭川工業 )

山本・山田 (帯広農業 )

。近藤 (帯広大谷 )

沢田・梨木 (旭川商業 )

浅野・5旬村 (旭川明成 )

藤澤・中川 (芦別 )

向井・武田 (帯広三条)

赤塚・皆木 (旭川工業)

池田・4ヽ 山 (岩 見沢東 )

千葉・岡田 (旭川西 )

森田・和田 (と わの森 )

高桑・横平 (北 見柏陽 )

大町・下田 (旭川大学)

池田。中山 (北見北斗 )

岡本・田中 (紋別 )

高垣・齊藤 (滝川西 )

藤 田・小り||(帯 広工業 )

姜粂・沖田(留萌)

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

188

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

139善志・屋根田(旭川明成)~

l:: 高層l算 |[「彙コ=}

西永・高橋 (旭川農業 )

藤 田。井之 口(名 寄 )

小野寺・黒田 (帯広農業)

矢澤・西山 (旭川実業 )

沼田・新田 (本L幌北陵)

矢取。藤原 (旭川工業 )

田谷・竹村 (滝川 )

渡辺・岡田 (旭川東 )

千田・吉崎 (旭川明成 )

小倉・浅井 (旭川東 )

岡田・稲垣 (拠り|1農 業)

及川・/1ヽ 池 (岩 見沢西)

岩崎・伊藤 (旭り1商業 )

藤澤。鷲見 (北 見緑陵 )

赤時・奈良 (旭川工業)

末永・久保 (滝川西 )

福井・菊池 (旭川実業 )

齋藤・山中 (とわの森 )

成澤・奥山 (羽幌 )

宮島・更科 (室蘭東翔 )

高田・豊田 (旭川西 )

吉田・増地 (帯広農業 )

松野・畠谷 (本L幌北陵 )

上十1・ 貞本 (帯広農業 )

矢 ,卜 柳澤 (北 見商業 )

秋 田。佐藤 (旭川実業 )

高見・脇坂 (帯広工業 )

和田・イ衣田 (登別明 日)

石井・野沢 (北見柏陽 )

蕪木・谷川 (帯広大谷 )

久保。棧野 (留 萌 )

片山・伊藤 (旭川工業 )

・吉田 (岩見沢東 )

舟橋・梅本 (旭川明成 )

田・中村 (芦別 )

中野・星 (滝川西 )

野・草野 (旭川実業)

橋・倉内 (滝り||)

142 橋本・岡嶋 (北見柏陽)

143  早坂・片山(滝川西)

144佐々木 `佐藤 (北見北斗)

145  長尾・戸部 (旭川西)

146 引野・柳本 (旭川明成 )

熊谷・池田 (羽幌) 「147   熊谷・池田 (羽幌 )

148 三宅・貞本 (帯広農業 )

149 上 EE・ 畠山 (旭川工業 )

150 椿原・加藤 (旭川実業 )

151 工藤・山下(室蘭東翔) ll
152 1:1・舛田(登別明日)

153 宮崎・坂藤 (旭川商業)

154 佐藤・溝 口(帯広工業)一¬

155  齊藤・浅田(旭川東)=
156 梅澤。中山 (岩見沢東)一
157 根元。木村(北見緑陵)一一―
濡4ヽ玉奪曇ξ薫記昇槽肇』三

=多
|:1 岩簿亀蔭1帖掃輩重にゴ
162   加藤・山口(騎)_・

ゝ 3
163矢田賢・筑田(北 見商業)

164   上嶋。亀島 (滝川)

165 渡辺・木下 (北 見柏陽)

166 樋口・福士 (旭川工業)

167  秋葉・林 (帯広工業)

168 山崎 。り|1本 (旭川商業)一■裳

169  佐々本・松本 (滝り||)

170 人代・阿部 (帯広農業)


