
1 7:30 鈴木早愉里 (横　浜) 田丸まり萌 (相模原) 楠美さおり (相模原) 関根亜希子 (座　間) 　 1 7:30 柴田　莉奈 (横　浜) 森　　彩乃 (小田原) 原木一二三 (横　浜) 正岡美智代 (川　崎)

2 7:38 大畠　恵子 (横　浜) 秋山　節子 (横　浜) 米谷　麗子 (茅ケ崎) 亀井　美紀 (横　浜) 　 2 7:38 髙後富美江 (鎌　倉) 小林　美穂 (鎌　倉) 長岩　洋子 (横　浜) 城田恵津子 (横　浜)

3 7:46 飛鳥井友理子 (横　浜) 石井　美絵 (横　浜) 村田あすか (箱　根) 本田芙佐子 (藤　沢) 3 7:46 宇留島麻知子 (横　浜) 宮﨑由貴子 (相模原) 石井　恵子 (横　浜) 松本千津子 (横　浜)

4 7:54 押木　佳子 (茅ケ崎) 風間　文江 (横　浜) 呂　　新霞 (大　磯) 松田　淑子 (鎌　倉) 4 7:54 入江　佳子 (横　浜) 柳　　美奈 (相模原) 北山　暁子 (厚　木) 杉本千恵子 (平　塚)

5 8:02 春木恵美子 (横　浜) 高本いづみ (秦　野) 富岡みつ江 (横　浜) 森　満寿美 (横　浜) 5 8:02 矢嶋　真琴 (川　崎) 清水　敏江 (鎌　倉) 中根　愛美 (横　浜) 大谷　朋子 (横　浜)

6 8:10 谷口千栄子 (横　浜) 熊谷　美恵 (藤　沢) 西村　治美 (川　崎) 櫻井　昌子 (横　浜) 6 8:10 安達紗央里 (伊勢原) 山田　恵子 (横　浜) 大津　律子 (厚　木) 楠本　和子 (横　浜)

7 8:18 梅田　涼子 (秦　野) 高田　佳奈 (横　浜) 杉本　和子 (相模原) 澤上　敬子 (横　浜) 7 8:18 岩永　純子 (横　浜) 蒲谷みちよ (横　浜) 橘川　亜矢 (相模原) 徳本　宏子 (鎌　倉)

8 8:26 梨本れいこ (座　間) 周　　　琳 (海老名) 高岡奈穂子 (川　崎) 山本　美和 (横　浜) 8 8:26 塩谷　仁美 (横　浜) 森岡まゆみ (大　和) 浅生　俊子 (相模原) 務台　友子 (横　浜)

9 8:34 上野美恵子 (川　崎) 小岩まさ枝 (大　和) 稲葉美年子 (横　浜) 川村かおり (藤　沢) 9 8:34 成澤　美保 (茅ケ崎) 高橋　夢羽 (厚　木) 川谷　美子 (藤　沢) 新谷　芽々 (平　塚)

10 8:42 倉田　夕子 (秦　野) 宮﨑　優子 (相模原) 水津　彩花 (横須賀) 大貫　至子 (横　浜) 10 8:42 田中　慈子 (藤　沢) 村上　瑞希 (秦　野) 志賀　　茜 (横　浜) 羽鳥　敦子 (横　浜)

11 8:50 熊倉　莉子 (座　間) 磯村さおり (横　浜) 徳島　恭子 (横　浜) 葉山　容子 (平　塚) 11 8:50 谷田侑里香 (横　浜) 佐藤　心結 (小田原) 久保田成美 (川　崎) 近藤　京子 (川　崎)

12 8:58 天野真里奈 (小田原) 渡辺　雅代 (横　浜) 伊藤マリ子 (茅ケ崎) 関　　明奈 (座　間) 12 8:58 髙木　優奈 (小田原) 石原　智美 (大　和) 戸村みづき (横須賀) 三川　芳江 (愛　川)

13 9:06 鶴岡　果恋 (横　浜) 荒木　幸恵 (横　浜) 松本　香織 (海老名) 井原　洋美 (藤　沢) 13 9:06 田谷　千秋 (横　浜) 関　　悠那 (大　和) 小林　厚子 (厚　木) 小栗　季莉 (横　浜)

14 9:14 山﨑　星夏 (横　浜) 石川　璃紗 (小田原) 中野みさき (横　浜) 安達　有沙 (鎌　倉) 14 9:14 西山　美希 (小田原) 松本みつき (平　塚) 松下　成果 (藤　沢) 山崎　　優 (相模原)

15 9:22 石倉佳那子 (横　浜) 澁谷　美和 (藤　沢) 大森　紗帆 (横　浜) 平林　春芳 (藤　沢) 15 9:22 原　英莉花 (横　浜) 廣瀬　樹乃 (横　浜) 鳥居　明子 (小田原) 草刈　玲子 (横　浜)

16 9:30 河野　美桜 (相模原) 前田　聖美 (逗　子) 長嶺　葉子 (横　浜) 小菅佐智子 (横　浜) 16 9:30 植野　星香 (川　崎) 池田久美子 (藤　沢) 髙橋ありさ (川　崎) 笠井　紗夏 (大　和)

17 9:38 林　菜乃子 (湯河原) 高橋　舞羽 (厚　木) 米山　舞香 (横　浜) 米澤　弥夏 (横　浜) 17 9:38 嶌田香雅美 (松　田) 山中　通子 (横　浜) 丸山　海紗 (茅ケ崎) 嬉野　　由 (葉　山)

18 9:46 幡野　夏生 (横　浜) 市川　里菜 (横　浜) 原田　　葵 (藤　沢) 保田　はな (川　崎)

無断欠場は、来年度の神奈川県アマチュアゴルフ選手権大会への出場を認めない。

女子の部決勝会場　　レイクウッドＧＣ・東コース 組み合わせ（１日目）　

（OUT） （I N）  

6月４日(金)までの欠場の連絡は神奈川県ゴルフ協会(℡：045-680-5621)へ。

以降はレイクウッドGC(℡：0463-72-1150)へ連絡すること。
◎　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

6月8日(月)


