
8 佐賀県 2,124 鈴木　恵  西岡　せい子 三原　町子 船津丸　幸子

藤田　千代美 中川　晶子7 熊本県 2,210 森永　希世子 小原  ともみ
6 大分県 2,215 門岡　美咲 佐藤　幸 小島　左姫子 大野　浩子

徳留　陽子 矢野　真理子5 宮崎県 2,222 岩切　叶海 甲斐　美貴
4 長崎県 2,260 松尾　妃奈 崎戸  祥子 山﨑　千代美  田中 裕子 

藤田　亜美 岡本　美月3 福岡県 2,301 古田  奏絵 松田　未佑

1 沖縄県 2,365 石嶺　可奈子  仲宗根　雅恵

2 鹿児島県 2,355 土岩　理恵 坂口　カナ 片野坂　　彩 片野坂　あゆみ

具志　則子  古堅　葉月

４人チーム戦

順位 県名 記録 選手名 選手名 選手名 選手名

西岡　せい子 1,9828 宮　崎Ａ 甲斐　美貴 徳留　陽子 2,250 16 佐　賀Ｂ 三原　町子 
大　分Ａ 大野　浩子 佐藤　幸 2,018
佐　賀Ａ 鈴木　恵  船津丸　幸子 2,132

7 長　崎Ａ 松尾　妃奈 田中 裕子  2,283 15
6 沖　縄Ｂ 具志　則子 仲宗根　雅恵 2,313 14

山﨑　千代美 2,1675 熊　本Ｂ 小原  ともみ 藤田　千代美 2,347 13 長　崎Ｂ 崎戸  祥子
熊　本Ａ 森永　希世子 中川　晶子 2,2234 福　岡Ｂ 松田　未佑 藤田　亜美 2,417 12

矢野　真理子 2,2313 沖　縄Ａ 石嶺　可奈子  古堅　葉月 2,437 11 宮　崎Ｂ 岩切　叶海
大　分Ｂ 門岡　美咲 小島　左姫子 2,2392 福　岡Ａ 古田  奏絵 岡本　美月 2,496 10

1 鹿児島Ａ 片野坂　　彩 片野坂　あゆみ 2,502 9 鹿児島Ｂ 土岩　理恵
所属 選手名 選手名 記録

２人チーム戦

順位 所属 選手名 選手名 記録 順位
坂口　カナ 2,248

15 小原  ともみ  熊　本 1,196 31
16 仲宗根　雅恵 沖　縄 1,179 32 三原　町子 佐　賀 952

鈴木　恵  佐　賀 1,037
14 中川　晶子 熊　本 1,212 30 佐藤　幸 大　分 1,039
13 土岩　理恵 鹿児島 1,213 29 崎戸  祥子  長　崎 1,073
11 田中 裕子  長　崎 1,217 28 徳留　陽子 宮　崎 1,088
11 藤田　千代美 熊　本 1,217 27 船津丸　幸子 佐　賀 1,115

9 松尾　妃奈 長　崎 1,227 25
10 小島　左姫子 大　分 1,226 26 大野　浩子 大　分 1,123

西岡　せい子 佐　賀 1,126
8 片野坂　あゆみ 鹿児島 1,232 24 甲斐　美貴 宮　崎 1,134
7 古田  奏絵 福　岡 1,234 23 片野坂　　彩 鹿児島 1,140
6 藤田　亜美 福　岡 1,234 22 岩切　叶海 宮　崎 1,146
5 坂口　カナ 鹿児島 1,236 21 森永　希世子 熊　本 1,148

3 山﨑　千代美  長　崎 1,253 19
4 岡本　美月 福　岡 1,239 20 松田　未佑 福　岡 1,152

具志　則子  沖　縄 1,156
2 古堅　葉月 沖　縄 1,295 18 門岡　美咲 大　分 1,162
1 石嶺　可奈子  沖　縄 1,327 17 矢野　真理子 宮　崎 1,175

個人戦

順位 選手 所属 記録 順位

3

選 手 所属 記録

8 佐 賀 県 0 0 3
7 大 分 県 0 0 9

18

9

50

6 宮 崎 県 0 3 12
5 熊 本 県 0 12 6

15

4 長 崎 県 6 6 15
3 鹿児島県 5 24 21

27

2 福 岡 県 10 36 18
1 沖 縄 県 15 27 24 66

64
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成年女子　代表権　４県

団体順位 県名
個人戦
得点

２人チーム戦
得点

４人チーム戦
得点

合計得点


