
C/S 時 間 氏    名 氏    名 氏    名 氏    名 C/S 時 間 氏    名 氏    名 氏    名 氏    名

S 8:00 祖川 志津子 武田 一花 松葉 明美 兼光 千歳 S 8:00 島田 淳子 野口 賀永子 岩本 陽子 平岡 陽子
S 8:06 曽良 和子 梅田 紀子 西分 由子 星川 さゆみ S 8:06 眞鍋 艶子 林 美津代 川真田 博美 原田 美子
S 8:12 福井 麻美 大野 由起子 國見 よしえ ● S 8:12 近藤 絵美子 山口 佳子 川原 恭子 新居 正恵
S 8:18 森 幸代 板東 めぐみ 板東 真由美 羽山 郁子 S 8:18 新田 民子 李 悦子 藤井 奈穂 福村 洋子
S 8:24 吉田 日登美 秋本 静子 中岡 晃代 岡崎 信子 S 8:24 西内 操 日開 律子 久保 千恵美 四宮 可七子

S 8:30 中谷 美恵 日野浦 さと子 山本 志乃 亀尾 和子 S 8:30 細束 奈美 石井 美穂 殿谷 昌子 鶴居 奈緒美

S 8:36 粟田 由美子 山中 冽子 坂東 ミチ子 ● S 8:36 正木 好 髙橋 君江 巻幡 伸子 ●

S 8:42 北川 真衣 青木 五月 清水 恵子 大島 とも子 S 8:42 和田 彩音 吉崎 未来 菊井 沙紀 渡邉 恵里菜

S 8:48 山口 和子 東野 栄子 丸山 人美 ● S 8:48 久米 道子 福原 麻衣 前田 芳志美 高尾 弘子

8:54 S 8:54 赤松 陽子 吉田 糸 簔羽 良江 ●

C 9:00 萩澤 幸代 田渕 三月 吉川 雅美 阿部 臣美 C 9:00 櫻田 法子 山内 富子 舩越 美佐子 ●

S 9:06 下塚 三千代 庄野 くみこ 魚谷 鈴代 西 貴子 C 9:06 中野 一子 柏原 香苗 鎌田 郁子 ●

S 9:12 平山 京子 篠原 早希 儀宝 由香 ● S 9:12 鎌田 京子 鎌田 末子 寺内 やす子 高原 チアキ

S 9:18 吉田 芳子 久米 雅子 村上 文子 谷 マサヨ S 9:18 廣瀬 恵 黒川 雅子 中島 久美子 佐伯 明美

S 9:24 三原 多恵子 藤原 洋子 矢田 まさえ ● C 9:24 森本 瑞子 松前 ハル子 米林 町子 ●

C 9:30 井上 恭子 河野 さえ子 渡辺 道子 阿部 栄子 S 9:30 河野 初子 岡田 直美 瀧下 久代 瀬﨑 人水

C 9:36 北島 恵 市岡 ひとみ 辰己 万實 ● S 9:36 吉川 晴子 加賀美 しず子 中岡 智代子 大和 トシ子

C 9:42 神辺 喜美子 高須賀 文子 竹内 祐子 宮本 節子 S 9:42 佐々木 悦子 川西 幸子 奥野 多美子 森 弥生

C 9:48 井川 静代 喜多 和子 清水 麗子 ● C 9:48 井内 佳代子 久米 順子 吉成 シズヱ ●

C 9:54 河野 安子 佐々木 英子 吉見 純世 ● S 9:54 天野 美穂 藤倉 理世

C 10:00 平田 文枝 下坂 節子 奥谷 明美 中原 俊子 C 10:00 三ツ本 二三子 濱口 美恵 亀井 慧子 桜木 章子

C 10:06 木下 浩子 木内 博子 松田 礼子 河口 雅江 S 10:06 尾藤 美佐子 佐藤 信子 加藤 美紀 ●

C 10:12 山田 ヒサ子 竪山 照代 藤本 和子 馬居 糸美 S 10:12 飯田 康代 阿部 初美 木元 初美 久米 尚美

C 10:18 小野 冨美子 竹山 桂子 野根 サダメ 宝治米 美穂子 C 10:18 小田 和美 福池 有理 大谷 由紀 庄野 里香

S 10:24 三木 康代 香川 奈津子 鈴木 佳容子 髙田 千浪 S 10:24 上原 奈津代 佐野 光代 長原 加代 仁木 郁代

S 10:30 中野 江理子 木村 美枝 浜 紀子 滝本 みちこ S 10:30 島出 恵美子 荒川 陽子 加藤 美幸 新谷 明美

C 10:36 石原 淑子 椋下 みゆき 岡本 沙代子 立田 寿子 10:36

S 10:42 武知 明子 岡 ひとみ 佐野 和子 棚上 美紀 S 10:42 高田 郁江 深谷 セツ子 中西 薫 木下 祐子

S 10:48 澤山 慶子 川原 恒子 大中 利枝子 髙尾 裕子 S 10:48 滝口 興子 辻 智恵美 笠井 美佳 桑内 智子

S 10:54 上田 光紀 西谷 あゆみ 長谷部 梓 ● 10:54

当日組み合わせが変更になる場合がございますがご了承下さい。キャディ付き・セルフ変更がありましたらご連絡下さい。

(桜花杯練習ラウンド平日のみメンバー料金でプレーできます。)

桜花杯　組み合わせ表
ＯＵＴ～ＩＮ                                                                            ＩＮ～ＯＵＴ                                                                   令和5年4月7日開催

アウト・イン混合のハ－フコンペです。（ダブルペリア方式・同ネット年齢上位）※ブッキング用紙に生年月日記入お願いいたします。


