
1 8:00 髙橋　喜之 (相模原) 谷口　秀人 (相模原) 徳嶽　政暁 (平　塚) 　 1 8:00 中曽根　久 (相模原) 二宮　忠雄 (横　浜) 中川　幸広 (横　浜) 五明　鉄也 (横　浜)

2 8:08 小柳　拓也 (横　浜) 山本　宏明 (平　塚) 伊豆　哲二 (相模原) 戸田　喜之 (茅ケ崎) 2 8:08 内田　航貴 (伊勢原) 堀内　正之 (小田原) 勝田　将嗣 (相模原) 野老　慎一 (相模原)

3 8:16 石井　孝明 (横　浜) 井上　行信 (相模原) 榎本　伸男 (相模原) 永野　　喬 (厚　木) 3 8:16 相澤　英之 (厚　木) 緑川　慶一 (横　浜) 柏木　敬治 (愛　川) 廣江　康彦 (相模原)

4 8:24 阿部　元則 (小田原) 今福　誉人 (横　浜) 寺下　　繁 (相模原) 渡辺　慶一 (横須賀) 4 8:24 石井　卓昌 (座　間) 髙瀬幸史郎 (横　浜) 山本　博昭 (横　浜) 稲葉　敬弘 (横須賀)

5 8:32 細野　正明 (相模原) 中村　修一 (厚　木) 重田　金造 (横　浜) 太田　知倫 (茅ケ崎) 5 8:32 山ノ上利充 (鎌　倉) 近藤　健一 (横　浜) 長船　正人 (横　浜) 青木　哲也 (茅ケ崎)

6 8:40 小黒　芳男 (横　浜) 上田　一郎 (相模原) 福永　義弘 (横　浜) 渋谷　美彦 (相模原) 6 8:40 杉山　倫久 (藤　沢) 義見　康介 (相模原) 岩永　正弘 (海老名) 松田　永浩 (海老名)

7 8:48 三ツ井雅貴 (横　浜) 丹野　隆幸 (鎌　倉) 鈴木　清明 (横　浜) 宍戸　謙介 (横　浜) 7 8:48 義澤　光輝 (相模原) 橋本　光雄 (横　浜) 伊藤　賀一 (相模原) 中田　丈晴 (横　浜)

8 8:56 市田　雅亮 (横　浜) 堀越　　勝 (鎌　倉) 中野　陽大 (横　浜) 須田　真一 (相模原) 8 8:56 武藏　圭太 (藤　沢) 中村　直樹 (川　崎) 横越　貞晴 (横　浜) 髙橋　拓耶 (横須賀)

9 9:04 髙井　正行 (南足柄) 平田　芳治 (藤　沢) 坂尻　純也 (大　和) 三浦　昌幸 (横　浜) 9 9:04 石川　喜一 (茅ケ崎) 平本　文明 (相模原) 山本　　始 (相模原) 柳元　　繁 (横　浜)

10 9:12 石川　　誠 (葉　山) 府川　　明 (平　塚) 萩野　将信 (相模原) 伊藤　義和 (横　浜) 10 9:12 金子　雅之 (横　浜) 外山　亮治 (大　和) 平子　尚丈 (川　崎) 晝間　隆広 (横　浜)

11 9:20 安齋　賢一 (藤　沢) 河原　弘和 (横　浜) 小宮　康彦 (大　和) 田中　和夫 (寒　川) 11 9:20 小澤　岳彦 (横　浜) 細谷　嘉晴 (相模原) 鈴木　康宏 (相模原) 古谷　侑大 (茅ケ崎)

12 9:28 府中　　洋 (藤　沢) 鎗田　修平 (相模原) 野平　忠則 (相模原) 滝本　幹人 (横　浜) 12 9:28 清野　　誠 (平　塚) 草刈　利美 (横　浜) 原　　敏之 (横須賀) 清水　　工 (川　崎)

13 9:36 木下　伸一 (座　間) 志渡　智宏 (茅ケ崎) 佐藤　智治 (横　浜) 米田　健二 (座　間) 13 9:36 府本　　弘 (相模原) 囲　　春喜 (愛　川) 榎本　善重 (平　塚) 竹中　章二 (横須賀)

14 9:44 鈴木　康之 (海老名) 竹澤　俊治 (横　浜) 村田　大陸 (大　和) 森田　隆昭 (横　浜) 14 9:44 花吉　精一 (相模原) 大汐　信光 (横　浜) 前島　誠一 (川　崎) 岸田　靖雄 (大　和)

15 9:52 内村　淳也 (相模原) 西田　直美 (相模原) 前川　健司 (大　和) 岸野　俊一 (海老名) 15 9:52 小松　昭人 (大　和) 大山　　剛 (伊勢原) 谷口　　徹 (横　浜) 堂添裕太郎 (大　磯)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

男子の部 準決勝第3会場　　湘南ＣＣ 組み合わせ　

（OUT） （I N）  


