
1 7:32 横田　光子 (藤　沢) 杉本千恵子 (平　塚) 菅野　恭子 (横　浜) 　 1 7:32 鳥居　明子 (小田原) 永井　泰子 (横須賀) 青柳　由利 (横　浜)

2 7:39 実方久美子 (南足柄) 澤上　敬子 (横　浜) 山本　裕子 (横　浜) 2 7:39 原木一二三 (横　浜) 國分美枝子 (藤　沢) 塩谷　仁美 (横　浜) 森　満寿美 (横　浜)

3 7:46 楠本　和子 (横　浜) 柳沢多恵子 (川　崎) 吉川　清子 (横　浜) 松本美智子 (海老名) 3 7:46 今村　房子 (三　浦) 永野ツタエ (横　浜) 高松　是子 (横　浜) 菊地　清香 (茅ケ崎)

4 7:53 松本　京子 (横　浜) 山田久美子 (横　浜) 上條なる子 (横　浜) 大畠　恵子 (横　浜) 4 7:53 山本　節子 (藤　沢) 清水　敏江 (鎌　倉) 三ツ井京子 (横　浜) 秋元眞由美 (横　浜)

5 8:00 落合　麻紀 (厚　木) 重田　有美 (相模原) 小林　美穂 (鎌　倉) 飛鳥井友理子 (横　浜) 5 8:00 小菅佐智子 (横　浜) 杉山　基子 (厚　木) 海老原文郁恵 (平　塚) 宮永　記子 (横　浜)

6 8:07 窪田　和子 (厚　木) 新井貴美恵 (横　浜) 伊藤　陽子 (横　浜) 磯村さおり (横　浜) 6 8:07 島路五百子 (横　浜) 風間　文江 (横　浜) 本間美和子 (横　浜) 宮代まゆみ (横　浜)

7 8:14 呂　　新霞 (大　磯) 宇留島麻知子 (横　浜) 火箱　洋子 (横　浜) 中川　順子 (横　浜) 7 8:14 千葉　妙子 (大　磯) 樋田　雅美 (横須賀) 井上　春美 (藤　沢) 浅利眞由美 (横　浜)

8 8:21 飯泉あさ江 (平　塚) 前川　朱美 (鎌　倉) 櫻井　昌子 (横　浜) 本田芙佐子 (藤　沢) 8 8:21 田谷　千秋 (横　浜) 伏見　まり (小田原) 片倉千穗子 (横須賀) 中根万里子 (横　浜)

9 8:28 藤田　陽子 (座　間) 太田ふさ子 (相模原) 中島みよ子 (横須賀) 井上利恵子 (川　崎) 9 8:28 持田　裕子 (川　崎) 舩橋　美和 (逗　子) 金子　弥生 (相模原) 平川　章子 (川　崎)

10 8:35 春木恵美子 (横　浜) 古川　真美 (相模原) 稲葉美年子 (横　浜) 田中　水美 (鎌　倉) 10 8:35 川谷　美子 (藤　沢) 城田恵津子 (横　浜) 近藤　京子 (川　崎) 井上　幸子 (横　浜)

11 8:42 山本　慈子 (鎌　倉) 谷　　早苗 (藤　沢) 秋山　節子 (横　浜) 寺田ひろみ (川　崎) 11 8:42 務台　友子 (横　浜) 藤本　美子 (川　崎) 古山佳代子 (横　浜) 吉田　香織 (横　浜)

12 8:49 内藤　旬子 (横　浜) 松元　美幸 (横　浜) 河西　六子 (藤　沢) 平林　春芳 (藤　沢) 12 8:49 山中　通子 (横　浜) 滝　　綾子 (横　浜) 髙橋えり子 (座　間) 入江　佳子 (横　浜)

13 8:56 勝目　禎子 (横　浜) 大橋みどり (大　和) 谷越　真知 (横　浜) 塚田ちよ子 (横　浜) 13 8:56 伊藤マリ子 (茅ケ崎) 勝又　紀子 (横　浜) 吉田加奈子 (横　浜) 大谷　朋子 (横　浜)

14 9:03 植村　三枝 (横　浜) 金井　豊子 (横　浜) 吉田千恵子 (川　崎) 下田　淑香 (横　浜) 14 9:03 松平　美幸 (鎌　倉) 北村　景子 (横　浜) 矢田　美春 (逗　子) 荒木　幸恵 (横　浜)

15 9:10 鶴田　裕美 (横　浜) 松本　昭子 (小田原) 後藤　文江 (横　浜) 富岡みつ江 (横　浜) 15 9:10 蒲谷みちよ (横　浜) 陽木　玲子 (横　浜) 木本　京子 (横　浜) 内田まゆみ (横　浜)

シニア女子(50歳以上)の部(ﾐｯﾄﾞｼﾆｱ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ含む)会場　磯子ＣＣ　組み合わせ
4月24日(月)

（OUT） （I N）  

◎　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


