
連絡責任者 市町村 連絡責任者 市町村

1 さんさ盛岡 大志田維保子 盛岡市 32 Out of Bounds 佐藤ちか子 盛岡市

2 サタディークラブ(A) 高橋ミナ子 金ケ崎町 33 スナフ 芳賀久仁子 大槌町

3 さんさ盛岡レジェンド 大志田維保子 盛岡市 34 弘前 赤田軍団 一戸美沙 弘前市

4 SUGO 三浦文博 滝沢市 35 M.S.V－X　Ⅱ 亀澤ゆう子 盛岡市

5 フェニックス 小田喜久男 久慈市 36 『まだですッッ！』 中村駿人 普代村

6 オランダ島 田代　巧 山田町 37 M.S.V－X　Ⅰ－B 亀澤ゆう子 盛岡市

7 酔いどれファミリー 稲葉貴美子 洋野町 38 弘前 「鎌田さんと組んでみた」 一戸美沙 弘前市

8 そけいマリーンズ  D 橋本久夫 宮古市 39 JAIC 山岸宏典 紫波町

9 amuse 照井早苗 盛岡市 40 そけいマリーンズ  A 橋本久夫 宮古市

10 しもくん 二又祐子 久慈市 41 パパスC 磯谷優香 弘前市

11 silver back A 高橋朝則 北上市 42 Guardia 松橋史人 大槌町

12 NORTH  PINE 前川　亘 盛岡市 43 軟球会 森岡貴紀 奥州市

13 サタディークラブ(B) 高橋ミナ子 金ケ崎町 44 J’ｓ　Ｂ 伊藤万一 花巻市

14 西二クラブ 高舘　睦 矢巾町 45 弘前 大王イカ軍団 一戸美沙 弘前市

15 Out Side １ 大沼伸佳 盛岡市 46 M.S.V－X　Ⅰ－A 亀澤ゆう子 盛岡市

16 そけいマリーンズ  C 橋本久夫 宮古市 47 Monster Express 駿河郁弥 花巻市

17 昨日が誕生日 照井克彦 盛岡市 48 そけいマリーンズ  B 橋本久夫 宮古市

18 WEST 高橋華子 花巻市 49 弘前 team UFO 一戸美沙 弘前市

19 silver back B 高橋朝則 北上市 50 Ｗ・Ｖ・Ｃ 阿部晴代 山田町

20 北リアスクラブ 久慈順子 野田村 51 パパスA 磯谷優香 弘前市

21 Out Side ２ 大沼伸佳 盛岡市 52 めんこい倶楽部 大鹿糠富夫 久慈市

22 Stella 木村みづえ 盛岡市 53 軟球会Ⅱ 森岡貴紀 奥州市

23 どんぐりぴんく 大宮千恵子 滝沢市 54 弘前 アギトの巨人 一戸美沙 弘前市

24 やまぎしＵ 梁田さおり 盛岡市 55 M.S.V－X　Ⅲ 亀澤ゆう子 盛岡市

25 サンライフX 伊藤尚子 盛岡市 56 COLORS 米田直樹 盛岡市

26 フェニックス 小田喜久男 久慈市 57 あーす!! 旦尾希代子 大槌町

27 Aoarashi 高橋静恵 盛岡市 58 SC.Goloso 千葉友樹 北上市

28 やまぎしＦ 梁田さおり 盛岡市 59 パパスB 磯谷優香 弘前市

29 QUEEN 菅野優希 盛岡市 60 J’ｓ　Ａ 伊藤万一 花巻市

30 PEAK 角掛郁美 盛岡市

31 しもくん 二又祐子 久慈市

※ トリム・ゴールド、トリム・シルバー、レディース(二部)はリーグ戦により順位を決定し第3位までを表彰する。
　  レディース(二部)はレディース(一部)Ⅰグループとの交流戦を行う。

※ トリム・ブロンズ、レディース(一部)は組別予選リーグ戦後、各組上位2チームによる決勝トーナメント戦を行い第3位までを表彰する。
　 レディース(一部)Ⅰグループはレディース(二部)との交流戦を行う。

※ トリム・フリーは「おもっち」「そばっち」の2部に分け、各部共に組別予選リーグ戦後、各組上位2チームによる決勝トーナメント戦を行い第3位までを表彰する。
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