
1 8:05 鶴田　裕美 (横　浜) 大澤　伸江 (藤　沢) 宮代まゆみ (横　浜) 三ツ井京子 (横　浜) 　 1 8:05 実方久美子 (南足柄) 秋元眞由美 (横　浜) 後藤　文江 (横　浜) 樋田　雅美 (横須賀)

2 8:12 持田　裕子 (川　崎) 稲葉美年子 (横　浜) 本田芙佐子 (藤　沢) 富岡みつ江 (横　浜) 2 8:12 吉川　清子 (横　浜) 千葉　妙子 (大　磯) 金井　豊子 (横　浜) 島路五百子 (横　浜)

3 8:19 鳥居　明子 (小田原) 原木一二三 (横　浜) 清水　敏江 (鎌　倉) 奈良　淳子 (横　浜) 3 8:19 川谷　美子 (藤　沢) 澤上　敬子 (横　浜) 山中　通子 (横　浜) 松本　昭子 (小田原)

4 8:26 平林　春芳 (藤　沢) 飛鳥井友理子 (横　浜) 内藤　旬子 (横　浜) 吉田千恵子 (川　崎) 4 8:26 杉本千恵子 (平　塚) 今井　淳子 (横　浜) 黒澤せつ子 (川　崎) 濵中千穗子 (横須賀)

5 8:33 村尾みゆき (川　崎) 福森　文子 (横須賀) 金城くみこ (逗　子) 千葉　尚子 (横　浜) 5 8:33 金子　弥生 (相模原) 島崎　一美 (横　浜) 横田　光子 (藤　沢) 植村　三枝 (横　浜)

6 8:40 酒井　里子 (逗　子) 田谷　千秋 (横　浜) 中井　千春 (川　崎) 猪股　祥子 (横　浜) 6 8:40 若宮久美子 (秦　野) 牛嶋　浩美 (横　浜) 鈴木　智子 (厚　木) 小野　敬子 (横　浜)

7 8:47 荒木　幸恵 (横　浜) 芳賀　庸子 (川　崎) 堀野　久美 (横　浜) 井上　幸子 (横　浜) 7 8:47 藤本　美子 (川　崎) 髙橋　理奈 (横　浜) 谷口千栄子 (横　浜) 米谷　麗子 (茅ケ崎)

8 8:54 永井　泰子 (横須賀) 塩谷　仁美 (横　浜) 田辺　桂子 (横　浜) 立石　高子 (川　崎) 8 8:54 川口　栄子 (大　和) 首藤　浩子 (横　浜) 楠本　和子 (横　浜) 徳島　恭子 (横　浜)

9 9:01 栁澤　優子 (横　浜) 常松　祥子 (横　浜) 近藤　京子 (川　崎) 鈴木美恵子 (横　浜) 9 9:01 斉田　美穂 (横　浜) 重田　有美 (相模原) 林　　和代 (横　浜) 小菅佐智子 (横　浜)

10 9:08 古川　真美 (相模原) 蒲谷みちよ (横　浜) 戸田　裕子 (座　間) 富澤由美子 (横　浜) 10 9:08 伏見　まり (小田原) 鈴木祐美子 (横　浜) 片寄早百合 (横　浜) 川上　優子 (川　崎)

11 9:15 内田　純子 (横　浜) 鈴木美由紀 (横　浜) 浜田　紫乃 (小田原) 樋口美代子 (横　浜) 11 9:15 渡邉　敏子 (横　浜) 大野　玉美 (川　崎) 有本　淳子 (横　浜) 大畠　恵子 (横　浜)

12 9:22 晝間　貴子 (横　浜) 石井　紀江 (伊勢原) 田波　清子 (横　浜) 務台　友子 (横　浜) 12 9:22 板垣　貴子 (横　浜) 宇留島麻知子 (横　浜) 廣瀬美夜子 (藤　沢) 相馬　裕子 (横　浜)

13 9:29 武田　菜月 (相模原) 塩田美樹子 (横　浜) 石井美由紀 (平　塚) 高岡奈穂子 (川　崎) 13 9:29 菅原　　綾 (茅ケ崎) 菊池　紗樹 (厚　木) 岩永　純子 (横　浜) 松尾　律子 (藤　沢)

14 9:36 田中　尚子 (川　崎) 鈴木早愉里 (横　浜) 富永　美和 (小田原) 中田　春加 (藤　沢) 14 9:36 工藤　利佳 (川　崎) 宗川　由香 (横　浜) 赤塚　洋美 (藤　沢) 岩橋　梨瑛 (横　浜)

15 9:43 白砂　美和 (平　塚) 中山ゆかり (寒　川) 梨本れいこ (座　間) 松尾　　舞 (横　浜) 15 9:43 人見　佳乃 (横　浜) 外岡　靖子 (横須賀) 宮﨑　優子 (相模原) 葉山　容子 (平　塚)

16 9:50 杉本　智子 (海老名) 佐野　裕子 (横　浜) 大津　聖美 (鎌　倉) 大杉　　陽 (川　崎) 16 9:50 尾崎　明子 (藤　沢) 越田　一恵 (逗　子) 田中美奈子 (横　浜) 石井明日香 (秦　野)

　  ◎　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

ミッド女子・シニア女子の部 戸塚ＣＣ・東コース組み合わせ
９月28日(火)

（OUT） （I N）


