
1 7:30 +11 小菅佐智子 (横　浜) +11 楠本　和子 (横　浜) +11 谷口千栄子 (横　浜) +11 脇山　佳連 (真　鶴) 　 1 7:30 +12 平林　春芳 (藤　沢) +12 翁長　咲弥 (川　崎) +12 浅生　俊子 (相模原) +13 井原　洋美 (藤　沢)

2 7:38 +10 宮﨑　優子 (相模原) +10 大畠　恵子 (横　浜) +10 上野美恵子 (川　崎) +10 安達　有沙 (鎌　倉) 2 7:38 +13 森岡まゆみ (大　和) +13 岩永　純子 (横　浜) +13 梨本れいこ (座　間) +14 押木　佳子 (茅ケ崎)

3 7:46 +9 鞍田　夏紀 (鎌　倉) +9 石井　咲来 (横　浜) +10 佐野　裕子 (横　浜) +10 羽鳥　敦子 (横　浜) 3 7:46 +14 塩谷　仁美 (横　浜) +14 近藤　京子 (川　崎) +14 倉林　　夏 (横須賀) +15 吉川　清子 (横　浜)

4 7:54 +8 徳島　恭子 (横　浜) +8 高岡奈穂子 (川　崎) +9 山本ひより (愛　川) +9 橋爪　莉都 (藤　沢) 4 7:54 +15 橋本　淑乃 (真　鶴) +15 米谷　麗子 (茅ケ崎) +15 藤本　美子 (川　崎) +15 野﨑　里咲 (横　浜)

5 8:02 +7 高橋　舞羽 (厚　木) +7 田中　慈子 (藤　沢) +7 秋元　彩葉 (川　崎) +8 前田　聖美 (逗　子) 5 8:02 +16 井上　幸子 (横　浜) +16 崔　　銀姫 (愛　川) +16 宮﨑由貴子 (相模原) +16 川上　優子 (川　崎)

6 8:10 +5 越田　泰羽 (横　浜) +5 小林　照菜 (平　塚) +6 小谷真菜美 (川　崎) +6 萩生田みらん (川　崎) 6 8:10 +16 葉山　容子 (平　塚) +17 石室真莉菜 (海老名) +17 鳥居　明子 (小田原) +18 清水　敏江 (鎌　倉)

7 8:18 +5 嬉野　　由 (葉　山) +5 山崎　　優 (相模原) +5 栗林　夏希 (川　崎) +5 鞍田　有紀 (鎌　倉) 7 8:18 +18 小林　春菜 (横　浜) +18 城田恵津子 (横　浜) +19 外岡　靖子 (横須賀) +19 鈴木　智子 (厚　木)

8 8:26 +3 松本みつき (平　塚) +3 鈴木愛佳子 (横　浜) +4 原田瑠璃南 (相模原) +5 塩田美樹子 (横　浜) 8 8:26 +19 上條なる子 (横　浜) +19 鈴木美由紀 (横　浜) +19 務台　友子 (横　浜) +19 古川　真美 (相模原)

9 8:34 -1 相原　紗奈 (川　崎) +1 村上　瑞希 (秦　野) +2 天野真里奈 (小田原) +2 小栗　季莉 (横　浜) 9 8:34 +20 木本　京子 (横　浜) +20 廣川　若葉 (中　井) +20 石原　智美 (大　和) +21 櫻井　香織 (大　和)

10 8:42 -5 森　　彩乃 (小田原) -4 本　　明夏 (横　浜) -4 高橋　夢羽 (厚　木) -2 笠井　紗夏 (大　和) 10 8:42 +21 杉山　基子 (厚　木) +22 杉本　智子 (海老名) +22 数井　美穂 (横　浜) +22 鶴田　裕美 (横　浜)

11 8:50 +27 戸次　理絵 (横　浜) +27 平井真由美 (横　浜) +27 富岡みつ江 (横　浜) +28 瀬川　里理 (川　崎) 11 8:50 +23 菊地　清香 (茅ケ崎) +23 長谷川早苗 (相模原) +24 渡邉　敏子 (横　浜) +24 宮﨑　光江 (相模原)

12 8:58 +28 石井美由紀 (平　塚) +29 松本　昭子 (小田原) +29 茂木　正子 (藤　沢) 12 8:58 +25 青木　美樹 (横　浜) +26 田中美奈子 (横　浜) +26 水崎　朋子 (相模原) +26 吉田千恵子 (川　崎)

13 9:06 +29 伊藤　千絵 (横　浜) +29 大澤　伸江 (藤　沢) +29 金子　通予 (南足柄) 13 9:06 +26 牛嶋　浩美 (横　浜) +27 本間美和子 (横　浜) +27 金井　豊子 (横　浜) +27 柴山　香奈 (藤　沢)

女子の部　決勝最終日　　レイクウッドゴルフクラブ・東コース　6月19日（水）
（OUT） （IN）  

◎　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


