
1 7:30 鹿島　茂裕 (相模原) 横山　智久 (相模原) 明石　太郎 (藤　沢) 待合　勇史 (藤　沢) 　 1 7:30 田中　　貴 (秦　野) 横溝　越矢 (秦　野) 花吉　精一 (相模原) 金子　　清 (相模原)

2 7:38 金子　宏治 (相模原) 中里　匡良 (相模原) 三井　徳益 (横　浜) 飯塚　光洋 (横　浜) 2 7:38 小野田　聡 (平　塚) 富田　光洋 (平　塚) 志渡　智宏 (茅ケ崎) 上中　康則 (鎌　倉)

3 7:46 鈴木　正樹 (横　浜) 森　健太郎 (横　浜) 中谷　隆保 (川　崎) 石渡　　巨 (川　崎) 3 7:46 勝瀬　大地 (横　浜) 阿部　隆弘 (横須賀) 秦　　晴彦 (小田原) 菅原　　稔 (海老名)

4 7:54 川底慎一郎 (平　塚) 高原　裕二 (平　塚) 小島　　茂 (川　崎) 小野寺智夫 (横　浜) 4 7:54 中田　昌宏 (厚　木) 中村　勝郁 (平　塚) 大川　基康 (横　浜) 朝見　公一 (相模原)

5 8:02 杉山　倫久 (藤　沢) 保住　朋之 (藤　沢) 平戸　進二 (厚　木) 中村　修一 (厚　木) 5 8:02 藤井　義文 (座　間) 加藤　明弘 (秦　野) 義澤　秀雄 (相模原) 小原　和久 (愛　川)

6 8:10 谷内三千夫 (川　崎) 猿山　隆二 (横　浜) 佐藤　秀樹 (横　浜) 西田　豊明 (川　崎) 6 8:10 石井　卓昌 (座　間) 星　　浩朗 (平　塚) 関口　洋一 (横　浜) 石田哲次郎 (横　浜)

7 8:18 怒谷　直志 (横　浜) 吉田　裕紀 (横　浜) 岸　　雄三 (横　浜) 佐藤　雅彦 (横　浜) 7 8:18 清野　　誠 (平　塚) 髙井　　勝 (小田原) 永濱　浩一 (平　塚) 難波　一仁 (厚　木)

8 8:26 山本　宏明 (平　塚) 中村　正美 (平　塚) 村松　昇二 (藤　沢) 冨田　喜栄 (藤　沢) 8 8:26 丸岡　美明 (座　間) 大貫　　淳 (相模原) 齋藤　　剛 (横　浜) 内藤　　浩 (松　田)

9 8:34 臼井　正人 (大　和) 坪井　浩一 (相模原) 山本　恭太 (大　和) 別所　義人 (大　和) 9 8:34 竹内　浩典 (横　浜) 山口賢一郎 (平　塚) 福住　　卓 (寒　川) 高木　敬司 (伊勢原)

10 8:42 小柳　拓也 (横　浜) 野田　憲正 (横　浜) 岡本康太郎 (愛　川) 山下　博由 (大　和) 10 8:42 荒井　　康 (横　浜) 鈴木　大介 (横　浜) 髙貝　光司 (鎌　倉) 山田　　良 (二　宮)

11 8:50 ※小栗　健嗣 (横　浜) 小栗　季莉 (横　浜) ※嶌田　真一 (松　田) 嶌田香雅美 (松　田) 11 8:50 内尾　忠臣 (厚　木) 倉　　　尚 (厚　木) 井上　清次 (相模原) 井上　一星 (相模原)

12 8:58 武藏　圭太 (藤　沢) 松田　永基 (海老名) 小菅憲太郎 (藤　沢) 石川　誠剛 (相模原) 12 8:58 ※清水　敏江 (鎌　倉) 風間　文江 (横　浜) ※谷口　　徹 (横　浜) 谷口千栄子 (横　浜)

13 9:06 鶴薗　弘明 (横　浜) 萩原　則之 (横　浜) 渡邉富士雄 (藤　沢) 平田　芳治 (藤　沢) 13 9:06 佐藤　武志 (茅ケ崎) 青木　哲也 (茅ケ崎) 山口　健太 (厚　木) 村上　信一 (厚　木)

14 9:14 松原　伸夫 (横　浜) 石塚　勝久 (横　浜) 近藤　基明 (厚　木) 米田　健二 (座　間) 14 9:14 横山喜代春 (平　塚) 今村　良雄 (平　塚) 及川　克彦 (藤　沢) 青島　　順 (平　塚)

15 9:22 香川　享洋 (横　浜) 中谷　和彦 (小田原) 海老澤　唯 (横　浜) 森田　隆昭 (横　浜) 15 9:22 山口　一浩 (相模原) 坂本　　正 (愛　川) 舩橋　裕路 (逗　子) 舩橋　　海 (逗　子)

16 9:30 植竹　丈二 (横　浜) 久我　晋一 (横　浜) 佐々木政一 (大　和) 岩田　和広 (横　浜) 16 9:30 手塚　聖一 (横　浜) 浅野　浩司 (横　浜) 義澤　光輝 (相模原) 長田塔一郎 (相模原)

17 9:38 塩谷　孝光 (相模原) 博山　　守 (相模原) 松田　永浩 (海老名) 熊倉　鏡一 (大　和)

◎3月9日(月)までの欠場連絡は県ゴルフ協会（電話045-680-5621）へ、

　当日はレイクウッドGC（電話0463-72-1150）へ連絡し、委員に直接伝えること。

◎無断欠場は2020、2021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

プレーヤーＢ

           ※印は男女ペア組および女子ペア

◎欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。

神奈川アマ2020 「ダブルスの部」決勝組み合わせ　　3月10日　レイクウッドGC・西

（OUT） （I N）

プレーヤーＡ プレーヤーＢ プレーヤーＡ プレーヤーＢ プレーヤーＡ プレーヤーＢ プレーヤーＡ


