
シニア女子の部出場者名シニア女子の部出場者名
：キャプテンキャ テ

1 エバーグリーンTF横浜（クール・ビューティ）1
岩崎 中井 石川 新田 泉 瀬口

エバーグリーンTF横浜（クール・ビューティ）
岩崎 中井 石川 新田 泉 瀬口
米 落合 飯 笠米丸 落合 飯野 笠井
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プラザ戸塚（ギリギリシ タ ズ）3 Tプラザ戸塚（ギリギリシスターズ）
山内 上島 室橋 飯沼 小松 古賀山内 上島 室橋 飯沼 小松 古賀
藤野 本間藤野 本間

4 大塚TC
原 川嶋 井澤 気賀澤 荘山 岡部

大塚
原 川嶋 井澤 気賀澤 荘山 岡部

昼間 松田昼間 松田

5 TGレニックス（カンパーイ！）5
加川 錦織 児島 松川 堀部 宮本

TGレニックス（カンパ イ！）
加川 錦織 児島 松川 堀部 宮本
鈴木 横川 本郷鈴木 横川 本郷

6 とつかTC（スミちゃんズ）6
鷲見 益田 永井 早川 池田 東風谷

とつかTC（スミちゃんズ）
鷲見 益田 永井 早川 池田 東風谷

高 良知 花 相澤日高 良知 花田 相澤

7 下川井TC（スタ ルビ ）7
石井 大友 川嶋 河野 栗下 峯岸

下川井TC（スタールビー）
石井 大友 川嶋 河野 栗下 峯岸
三宅 山本 廣重

8 Tプラザ戸塚（どこでもシエンタ ズ）8 Tプラザ戸塚（どこでもシエンターズ）
宇藤 関川 竹山 高草 尾脇 大森宇藤 関川 竹山 高草 尾脇 大森
永持 岡永持 岡

バ グ 横 ピ9 エバーグリーンTF横浜（ピュア）
木村 苅谷 小島 佐藤 安田 橋本木村 苅谷 小島 佐藤 安田 橋本
藤政 中島藤政 中島

10 ケンウッドTC（ぶんぶんブン子）10
鈴木 成田 金子 兼松 林 直井

ケンウッドTC（ぶんぶんブン子）
鈴木 成田 金子 兼松 林 直井
野口 貝谷 新井野口 貝谷 新井

11 下川井TC（アクアマリン）11
大久保 大熊 小川 加瀬 杉崎 田中（貴）

下川井TC（アクアマリン）
大久保 大熊 小川 加瀬 杉崎 田中（貴）
田中（正） 松本 宮内 野中田中（正） 松本 宮内 野中

12 横浜ガ デンTC12
富山 山 鈴木 中島 小林 加藤

横浜ガーデンTC
富山 山下 鈴木 中島 小林 加藤
嶋村 船津 竹村 坂倉 西村 高須賀嶋村 船津 竹村 坂倉 西村 高須賀

サ ブリ ジ 本郷（リリ ズ）13 サンブリッジTC本郷（リリーズ）
宮原 高久 伴 青木 望月 佐藤宮原 高久 伴 青木 望月 佐藤
遠藤 金ケ崎 小山遠藤 金ケ崎 小山

14 Tプラザ戸塚（レインボー）4
福山 渡辺 田中 大松澤 阿部 大石
プラザ戸塚（レインボ ）
福山 渡辺 田中 大松澤 阿部 大石

15 亀の甲山TC15
藤澤 足立 加賀美 三森 和田 小畑

亀の甲山TC
藤澤 足立 加賀美 三森 和田 小畑
東東

16 YSC（ひまわり）16
子島 片倉 金子 阿部 山田（小） 中崎

YSC（ひまわり）
子島 片倉 金子 阿部 山田（小） 中崎
畑佐 村居 山 （環） 橋本畑佐 村居 山田（環） 橋本 西川

11


