
1 8:00 菊池　　修 (鎌　倉) 内田　芳彦 (横　浜) 横山　京平 (平　塚) 齋藤　　剛 (横　浜) 　 1 8:00 内藤　悦央 (茅ケ崎) 廣瀬　賢二 (横　浜) 鶴迫　隆一 (横須賀) 小林光太郎 (横　浜)

2 8:08 関　　貴仁 (相模原) 坂口　裕亮 (横　浜) 大石　直行 (茅ケ崎) 西原　一志 (横　浜) 2 8:08 米田　健二 (座　間) 西根　克紀 (横　浜) 佐藤　弘章 (横　浜) 久木　亮彦 (川　崎)

3 8:16 平原　徳弥 (横　浜) 元橋　洋介 (厚　木) 松岡　隆満 (横　浜) 天門　原動 (川　崎) 3 8:16 鮫島　康紀 (大　和) 谷口　　徹 (横　浜) 武田　和之 (横　浜) 池上　俊哉 (藤　沢)

4 8:24 内田　宏昭 (小田原) 島崎　修一 (横　浜) 常田　英吾 (横　浜) 明石　太郎 (藤　沢) 4 8:24 小川　利哉 (横　浜) 七尾　誠紀 (横　浜) 庄司　晴久 (横　浜) 天久　政秀 (座　間)

5 8:32 塩川　　剛 (厚　木) 須藤　雅喜 (横　浜) 渡辺孝太郎 (横　浜) 白石　悠哉 (川　崎) 5 8:32 桜井　雄大 (日本大) 角田　太郎 (厚　木) 山下　慎二 (横　浜) 小野　雅俊 (藤　沢)

6 8:40 井上　健治 (川　崎) 中田　昌宏 (厚　木) 三原　典明 (横　浜) 青野　栄一 (横　浜) 6 8:40 喜田　哲男 (横　浜) 前川有一朗 (横須賀) 宮渕　　修 (横　浜) 桜井　泰男 (川　崎)

7 8:48 宇佐美　清 (藤　沢) 大平　裕一 (横　浜) 鈴木　美典 (座　間) 葛籠貫　博 (横　浜) 7 8:48 白崎　欣也 (秦　野) 新垣　智之 (横　浜) 横越　貞晴 (横　浜) 早川　和雄 (座　間)

8 8:56 久我　晋一 (横　浜) 橋爪健太郎 (藤　沢) 山田　昇治 (横　浜) 小島　孝義 (川　崎) 8 8:56 荻窪　浩司 (大　和) 大野　　聡 (横　浜) 津田　隆二 (川　崎) 河野　智和 (横　浜)

9 9:04 國分　啓久 (横須賀) 佐藤　　拓 (横　浜) 横内　宏史 (横　浜) 高泉　広明 (大　和) 9 9:04 赤倉　勇人 (横　浜) 橋本　博康 (茅ケ崎) 鈴木　蒼汰 (東海大) 関根　政英 (横　浜)

10 9:12 門野　　誠 (横　浜) 澤　　正敏 (川　崎) 臼杵　靖晃 (横　浜) 竹島　　大 (茅ケ崎) 10 9:12 鈴木　正樹 (横　浜) 吉田　　勇 (海老名) 村上　幸次 (横　浜) 中間　純一 (川　崎)

11 9:20 千葉純一郎 (座　間) 渡邊　伸介 (横　浜) 伊澤　健一 (藤　沢) 大嶋　　修 (横　浜) 11 9:20 松本　竜空 (逗　子) 宮越　一市 (横　浜) 井上　裕喜 (横　浜) 杉山　来應 (横　浜)

12 9:28 根来　　寿 (横　浜) 吉田　誠司 (川　崎) 佐藤　智治 (横　浜) 茂田　俊治 (横　浜) 12 9:28 山添　英徳 (秦　野) 吉岡　和起 (慶應大) 部家新一朗 (茅ケ崎) 歌田　清貴 (横　浜)

13 9:36 前田　秀年 (川　崎) 杉原　茂樹 (横　浜) 飯田　和隆 (横　浜) 石川　誠剛 (相模原) 13 9:36 平賀　孝治 (相模原) 三上　雅之 (川　崎) 田中　　実 (大　和) 岡崎　光平 (横　浜)

14 9:44 関　　秀則 (横　浜) 久保　　順 (茅ケ崎) 中嶋　一成 (相模原) 青本栄太郎 (横　浜) 14 9:44 鈴木健太郎 (横　浜) 浅水　直彦 (横　浜) 細谷　　元 (逗　子) 竹澤　俊治 (横　浜)

15 9:52 中澤　久也 (横　浜) 中村　幸雄 (横　浜) 待合　勇史 (藤　沢) 平山　俊夫 (横　浜) 15 9:52 大平竜之介 (藤　沢) 滝本　幹人 (横　浜) 新井田尚弘 (茅ケ崎) 北見　義治 (横　浜)

16 10:00 宮原　義彦 (藤　沢) 内山　　実 (横　浜) 石井　宏和 (横　浜) 永山　匡史 (横　浜) 16 10:00 坂本　賢一 (横　浜) 前川　健司 (大　和) 上田　　榮 (横　浜) 蛭田　弘二 (横　浜)

17 10:08 北村　慎吾 (小田原) 赤荻　　潤 (藤　沢) 神戸　康弘 (横　浜) 松島　宏光 (茅ケ崎) 17 10:08 土田　秀之 (横　浜) 下条　雅人 (藤　沢) 光宗　一城 (川　崎) 厚地裕史郎 (横　浜)

18 10:16 谷口　昌利 (横　浜) 村田　崇臣 (座　間) 脇田　幸治 (横　浜) 酒井伸次郎 (横　浜)

　（電話045-351-1241）へ連絡。当日はコースに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。

第２プレミアム予選　組み合わせ　　2月14日 戸塚ＣＣ東コース　

（OUT） （I N）  

競技委員長

◎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13日(月)までの欠場連絡は県ゴルフ協会（電話045-680-5621）へ、以降は戸塚CC




