
1 7:30 鶴岡　果恋 (横　浜) 山口すず夏 (相模原) 本　　明夏 (横　浜) 高橋しずく (座　間) 　 1 7:30 石坂　友宏 (横須賀) 平本　世中 (高ゴ連) 美村　凌我 (横　浜) 森山　友貴 (横　浜)

2 7:38 山崎　　優 (相模原) 稲垣那奈子 (相模原) 中村珠莉香 (横　浜) 鈴木愛佳子 (横　浜) 2 7:38 出水田裕輝 (川　崎) 横山隆乃助 (川　崎) 佐藤　壱洸 (高ゴ連) 古谷　侑大 (茅ケ崎)

3 7:46 天野真里奈 (小田原) 中野みさき (横　浜) 原田　　葵 (藤　沢) 志賀　　茜 (横　浜) 3 7:46 田丸　泰地 (相模原) 眞山龍太郎 (横　浜) 六笠　龍星 (相模原)   井上　達希　(横　浜)

4 7:54 瀬川　里奈 (川　崎) 仲宗根瑛美 (横　浜) 松本みつき (平　塚) 関　　悠那 (大　和) 4 7:54 野﨑　晃聖 (横　浜) 石川　哲士 (高ゴ連) 鈴木　健斗 (高ゴ連)

5 8:02 米山　舞香 (横　浜) 髙橋みさと (川　崎) 保田　はな (川　崎) 石橋麻里亜 (横　浜) 5 8:02 深尾　健太 (横　浜) 田村　将人 (横　浜) 野本未世夢 (大　和) 飛鳥井正仁 (厚　木)

6 8:10 井上　瑠夏 (高ゴ連) 高橋　夢羽 (厚　木) 武田　真幸 (川　崎) 小栗　季莉 (横　浜) 6 8:10 岡本　優斗 (厚　木) 川﨑　智洋 (茅ケ崎) 平塚　優貴 (横　浜)

7 8:18 田丸まり萌 (相模原) 遠藤　未夏 (横　浜) 蒲　　涼香 (横　浜) 鞍田　有紀 (鎌　倉) 7 8:18 菅原進太郎 (茅ケ崎) 細田　響生 (横　浜) 中村風起人 (厚　木) 大貫　利樹 (川　崎)

8 8:26 高橋　舞羽 (厚　木) 鞍田　夏紀 (鎌　倉) 杉本　美築 (横　浜) 村上　瑞希 (秦　野) 8 8:26 中野　騎士 (高ゴ連) 榎本　拓朗 (高ゴ連) 小野寺　悠 (川　崎) 羽田　悠人 (高ゴ連)

9 8:34 松本　瑞希 (横　浜) 大木佳世子 (伊勢原) 谷住　星空 (高ゴ連) 小林　春菜 (横　浜) 9 8:34 緑川　雄也 (横　浜) 千葉　勇稀 (横　浜) 久米　　慧 (高ゴ連) 秋田　青空 (川　崎)

10 8:42 岩原あずさ (横　浜) 城ヶ辻麻衣 (横　浜) 山本ひより (愛　川) 10 8:42 三須　大雅 (高ゴ連) 三好　康太 (横　浜) 島村　涼真 (高ゴ連) 梅田　泰司 (横　浜)

11 8:50 大島　　輝 (川　崎) 安保　勇希 (高ゴ連) 加山　直樹 (横　浜) 二階堂仁也 (横　浜)

(女子12～14歳の部)　
12 8:58 田村　　錬 (高ゴ連) 林　　隆一 (高ゴ連) 志津野真啓 (横　浜) 橋爪　　楓 (藤　沢)

11 8:50 相原　紗奈 (川　崎) 越田　泰羽 (横　浜) 西澤　歩未 (川　崎)

12 8:58 新谷　芽々 (平　塚) 佐藤　心結 (小田原) 橘川　亜矢 (相模原)
(男子12～14歳の部)　

13 9:06 安達　有沙 (鎌　倉) 米澤　弥夏 (横　浜) 秦　あかり (大　磯) 翁長　咲弥 (川　崎) 13 9:06 林　　恭平 (横　浜) 内田　航貴 (伊勢原) 仲宗根寛瑛 (横　浜) 井上　和馬 (横　浜)

14 9:14 楠　　恵真 (大　磯) 佐藤　雪乃 (川　崎) 秋元　彩葉 (川　崎) 古谷　優花 (茅ケ崎) 14 9:14 芳崎　陽紀 (厚　木) 関　　駿斗 (横　浜) 三浦　隆治 (相模原) 竹原　佳吾 (横　浜)

15 9:22 菅原　里彩 (茅ケ崎) 高橋こはく (座　間) 福倉　萌衣 (大　和) 杉山あやか (厚　木) 15 9:22 中島　　爽 (横　浜) 中村　大聖 (横　浜) 伊藤　颯汰 (横　浜) 楠　　大峻 (横　浜)

16 9:30 石井　咲来 (横　浜) 岡田亞由梨 (横　浜) 早船　めい (横　浜) 栗林　夏希 (川　崎) 16 9:30 岡田　裕馬 (厚　木) 麻生　悠人 (横　浜) 久保田堅士 (海老名)

17 9:38 松岡　悠馬 (横　浜) 田中　凱大 (横　浜) 伊藤　佑真 (横　浜) 塩田　静児 (横　浜)

18 9:46 鈴木　　翔 (横　浜) 黒田幸太郎 (横　浜) 三橋颯太朗 (横　浜) 小沼　剛士 (横　浜)

19 9:54 高木　貞治 (横　浜) 渡邊　絢心 (県個人) 島袋　佑太 (横　浜) 浜中　海斗 (横　浜)

20 10:02 清水　大輔 (県個人) 秋田　英佑 (横　浜) 山田　知宙 (相模原)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　競技委員長

ジュニアの部　レイクウッドＧＣ・西コース　組み合わせ
(公式練習日・大会日とも共通)

（OUT） (女子15～17歳の部)　 （I N） (男子15～17歳の部)　

5月7日(日)＊公式練習日：4月30日(日）


