
1 7:30 +9 小宮　太一 (横須賀) +9 永井　英輔 (横　浜) +9 義見　康介 (相模原) +9 進藤　　巧 (横　浜) 　 1 7:30 +9 小澤　真樹 (藤　沢) +9 横山喜代春 (平　塚) +9 松田　永浩 (海老名) +10 善方　幸次 (厚　木)

2 7:38 +9 白井　洋之 (川　崎) +9 杉山　倫久 (藤　沢) +9 光山　富夫 (横　浜) +9 鈴木　優也 (相模原) 2 7:38 +10 武松　将寛 (大　井) +10 間宮　茂雄 (横　浜) +10 大部　一成 (横　浜) +10 髙橋康佑宏 (相模原)

3 7:46 +8 窪田　一樹 (横　浜) +9 岩橋　史弥 (横　浜) +9 三澤　孝至 (横　浜) +9 飯塚　裕一 (横　浜) 3 7:46 +10 中野　陽大 (横　浜) +10 小柳　拓也 (横　浜) +10 梅田　泰司 (横　浜) +10 須山　　亮 (横　浜)

4 7:54 +8 坪井　浩一 (相模原) +8 松田　永基 (海老名) +8 横山隆乃助 (川　崎) +8 千北　嘉太 (松　田) 4 7:54 +11 大沼　貴史 (横　浜) +11 重田　浩司 (藤　沢) +11 猪股　英昭 (横　浜) +11 安齋　賢一 (藤　沢)

5 8:02 +8 山本　　充 (横　浜) +8 楠　　大峻 (横　浜) +8 落合　盛公 (横　浜) +8 鈴木　正樹 (横　浜) 5 8:02 +11 中村　勝郁 (平　塚) +11 馬場　輝雄 (横　浜) +11 武田　大輔 (横　浜) +11 富田　光洋 (平　塚)

6 8:10 +8 野﨑　晃聖 (横　浜) +8 中村風起人 (厚　木) +8 森　　竜也 (相模原) +8 金子　益章 (藤　沢) 6 8:10 +11 風間　智行 (横　浜) +11 樋渡　雅俊 (開　成) +11 二ツ森義一 (横　浜) +11 福村　祐人 (相模原)

7 8:18 +7 尾野　武司 (座　間) +7 眞山龍太郎 (横　浜) +7 小野寺智夫 (横　浜) +7 柳澤　信吾 (横　浜) 7 8:18 +11 小島　哲志 (海老名) +11 吉田　裕紀 (横　浜) +12 比留間育洋 (横　浜) +12 伊藤　貴之 (茅ケ崎)

8 8:26 +6 平本　世中 (愛　川) +6 呉　　英彪 (大　和) +7 山ノ上利充 (鎌　倉) +7 大久保　海 (伊勢原) 8 8:26 +12 大島　　輝 (川　崎) +12 鈴木健太郎 (横　浜) +12 高山　勇悟 (平　塚) +12 石川　誠剛 (相模原)

9 8:34 +5 阿部　恭邦 (横　浜) +6 岩堀　眞規 (横　浜) +6 義澤　秀雄 (相模原) +6 朝見　賢光 (相模原) 9 8:34 +12 松本健太郎 (川　崎) +12 義澤　　彰 (相模原) +12 元木　　努 (川　崎) +12 片岡　　謙 (川　崎)

10 8:42 +5 金子　憲洋 (横　浜) +5 中田　通大 (藤　沢) +5 小川　龍清 (平　塚) +5 金子　光規 (横　浜) 10 8:42 +12 樋口　　匠 (横　浜) +12 山口　大介 (厚　木) +13 堤　　星也 (秦　野) +13 岡本　　拓 (逗　子)

11 8:50 +4 大澤　　優 (茅ケ崎) +4 濱宮　勇樹 (横須賀) +4 野本未世夢 (大　和) +4 井上　達希 (横　浜) 11 8:50 +13 野田　憲正 (横　浜) +13 佐藤　章洋 (厚　木) +13 加山　直樹 (横　浜) +13 釜谷　正宏 (逗　子)

12 8:58 +1 佐藤　雄紀 (横　浜) +2 本　　大志 (横　浜) +2 林　　恭平 (横　浜) +3 谷口　信輝 (横　浜) 12 8:58 +13 守屋　克則 (厚　木) +13 中村　大聖 (横　浜) +13 小栗　健嗣 (横　浜) +13 久保田堅士 (海老名)

13 9:06 +15 田村　祐樹 (川　崎) +15 石井　慎一 (開　成) +15 長谷　公広 (茅ケ崎) +15 内田　典明 (川　崎) 13 9:06 +14 近藤　直杜 (横　浜) +14 小黒　芳男 (横　浜) +14 中里　匡良 (相模原) +14 阿部　俊幸 (横　浜)

14 9:14 +15 中村　勝一 (川　崎) +16 高槻　啓太 (藤　沢) +16 待合　勇史 (藤　沢) +16 宮川　　純 (川　崎) 14 9:14 +14 森田　隆昭 (横　浜) +14 岩橋　和輝 (横　浜) +14 久保谷和明 (秦　野) +14 多田　英夫 (座　間)

15 9:22 +16 榎本　幸和 (相模原) +16 鈴木　佳人 (海老名) +16 重田　金造 (横　浜) 15 9:22 +14 原　　克宣 (横　浜) +14 廣田　剛士 (横　浜) +14 小澤　広之 (横　浜) +15 厚ヶ瀬　学 (綾　瀬)

16 9:30 +15 曽根　忠和 (座　間) +15 金山　直道 (川　崎) +15 菅原　武士 (川　崎) +15 小原　　淳 (横　浜)

◎　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　決勝最終日　　相模原ＧＣ・東コース　5月29日（水）
（OUT） （IN）  


