
1 8:00 徳永　聖也 (川　崎) 三井　徳益 (横　浜) 三橋　　智 (海老名) 日野　秀明 (横　浜) 　 1 8:00 松井　俊行 (海老名) 山手　慎二 (横　浜) 保田　嘉彦 (藤　沢) 松村　容基 (横　浜)

2 8:08 原中幸一郎 (横　浜) 伊東　重雄 (相模原) 澤辺　良一 (横　浜) 庄司　英一 (横　浜) 2 8:08 嶺井　克也 (横　浜) 府川　令樹 (小田原) 村井　廣幸 (相模原) 林　　俊樹 (横　浜)

3 8:16 桐谷　　宏 (横　浜) 山本　武雄 (横　浜) 井上　直紀 (藤　沢) 宮前　康弘 (海老名) 3 8:16 武藤　信人 (平　塚) 安室　伸一 (横　浜) 藤原　賢司 (川　崎) 山口　　保 (海老名)

4 8:24 平山　浩篤 (横　浜) 辻根　佳明 (茅ケ崎) 髙津　弘幸 (横　浜) 大島　　勉 (横　浜) 4 8:24 阿部　隆弘 (横須賀) 髙梨　孝司 (相模原) 永井一二三 (横　浜) 林　　　誠 (藤　沢)

5 8:32 大橋　信明 (愛　川) 小山内淳吾 (横　浜) 服部　淳司 (横　浜) 安友　博文 (川　崎) 5 8:32 田城　　亨 (横　浜) 大澤　　茂 (厚　木) 須藤　　誠 (横　浜) 加藤　純也 (横　浜)

6 8:40 星　　一隆 (秦　野) 飯塚　康成 (横　浜) 近藤　基明 (厚　木) 新迫　和宏 (横　浜) 6 8:40 松井　　久 (愛　川) 後藤　康宏 (横　浜) 速水　浩二 (横　浜) 佐々木博幸 (厚　木)

7 8:48 中鉢　　悟 (横　浜) 川野　英輝 (平　塚) 高田　敏文 (川　崎) 濱田　　博 (横　浜) 7 8:48 芳賀　康宏 (平　塚) 狩野　　敦 (横　浜) 小林謙一郎 (横　浜) 椿　　克夫 (海老名)

8 8:56 関根　謙克 (相模原) 吉田　孝一 (横　浜) 松原　伸夫 (横　浜) 大塚　丈義 (茅ケ崎) 8 8:56 圓山　清人 (茅ケ崎) 髙松　真吾 (横　浜) 野中　敏夫 (川　崎) 古川　恒成 (横　浜)

9 9:04 松本　雄希 (横　浜) 長南謙一郎 (横須賀) 鹿野　直也 (横　浜) 栗原　千秋 (川　崎) 9 9:04 花山　錫吉 (川　崎) 宗川圭一郎 (横　浜) 水井　輝和 (横　浜) 遠藤　嘉英 (藤　沢)

10 9:12 千葉　　良 (大　和) 倉本　貴則 (横　浜) 厚浦　利次 (横　浜) 加藤　正之 (伊勢原) 10 9:12 望月　太郎 (厚　木) 村田　　良 (横　浜) 綴喜　浄昭 (横　浜) 大塚　恵冬 (横須賀)

11 9:20 木戸　俊和 (海老名) 渋谷　友和 (横　浜) 児玉　恭介 (川　崎) 郡山　　寛 (横　浜) 11 9:20 坂本　浩大 (相模原) 品田　隆志 (横　浜) 直木　良太 (川　崎) 松嶋　陽一 (藤　沢)

12 9:28 岡本康太郎 (愛　川) 米山　雄二 (平　塚) 新村　一樹 (横　浜) 田島　弘介 (横　浜) 12 9:28 貞廣　祐孝 (箱　根) 堺　　英之 (横　浜) 長島　耕一 (相模原) 楠　　大峻 (横　浜)

13 9:36 井上　大輔 (厚　木) 大森　星夜 (東国大) 内山　和洋 (横　浜) 渡邊　築樹 (横　浜) 13 9:36 三戸部正治 (横　浜) 世古　祐飛 (平　塚) 中川　大輔 (川　崎) 青野　裕樹 (横　浜)

14 9:44 岡本　忠大 (横　浜) 井澤　龍信 (二　宮) 福田　義行 (横　浜) 秋山ブライアン (大　和) 14 9:44 江隈　昭人 (横　浜) 宮川　正敏 (平　塚) 勝瀬　大地 (横　浜) 片倉　昭彦 (横　浜)

15 9:52 平井　　真 (横　浜) 檜山　敏浩 (横須賀) 渡邊　憲博 (横　浜) 斉藤　秀永 (横　浜) 15 9:52 赤星克比古 (平　塚) 加賀谷　真 (横　浜) 名嘉　晋作 (横　浜) 正岡　光行 (川　崎)

16 10:00 竹内　浩典 (横　浜) 加藤　　勉 (川　崎) 丸峯　　智 (横須賀) 中山　一平 (横　浜) 16 10:00 飯島　雄介 (横　浜) 錦戸　博美 (横　浜) 霜山　正己 (伊勢原) 会田　達男 (横　浜)

17 10:08 村田真一郎 (座　間) 福田　　淳 (横　浜) 和田　　忍 (横　浜) 高瀬　公芳 (横　浜) 17 10:08 林　　哲也 (大　和) 村山　昌士 (横　浜) 谷田部広司 (平　塚) 本荘　浩平 (横　浜)

18 10:16 柿崎　　修 (藤　沢) 千原　賢士 (横　浜) 鷹野　秀綱 (横　浜) 野堀　久司 (川　崎)

　（電話045-351-1241）へ連絡し、委員に直接伝えること。

◎無断欠場は2023年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。

競技委員長

第１プレミアム予選　組み合わせ　　2月3日 戸塚ＣＣ東コース　

（OUT） （I N）

◎欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。

◎2月2日(木)までの欠場連絡は県ゴルフ協会（電話045-680-5621）へ、当日は戸塚CC


