
1 7:30 三橋　　智 (海老名) 安室　伸一 (横　浜) 石渡　　巨 (川　崎) 古谷　知英 (横　浜) 　 1 7:30 小柳　式夫 (横　浜) 酒井　　敏 (茅ケ崎) 富山　大輔 (横須賀) 井上　陽樹 (横　浜)

2 7:38 西村　　学 (横　浜) 岩澤　博文 (横　浜) 清水　　工 (川　崎) 諏佐　光則 (横須賀) 2 7:39 永田　邦春 (横　浜) 竹島　　大 (茅ケ崎) 柏木　　貢 (厚　木) 藤田　昌幸 (藤　沢)

3 7:46 塩谷　孝光 (相模原) 柿澤　祐一 (相模原) 沼澤　　光 (川　崎) 渡辺　和弘 (綾　瀬) 3 7:48 稲垣　博之 (横　浜) 梶原真一郎 (藤　沢) 宇佐美　淳 (横須賀) 古尾谷智史 (大　磯)

4 7:54 岩本　昂起 (横　浜) 髙橋　晃自 (海老名) 長島　耕一 (相模原) 佐々木　賢 (横　浜) 4 7:57 小松　昭人 (大　和) 土門　雄孝 (横　浜) 桑名　範朗 (相模原) 坂口　雅彦 (横　浜)

5 8:02 佐藤　秀樹 (横　浜) 村上　信一 (厚　木) 浦田　和彦 (厚　木) 西田　陸朗 (高ゴ連) 5 8:06 博山　　守 (相模原) 神戸　　敦 (鎌　倉) 坂尻　純也 (大　和) 多賀　秀満 (座　間)

6 8:10 猿山　隆二 (横　浜) 黒川　　茂 (川　崎) 己斐　秀樹 (横　浜) 斉藤　　博 (川　崎) 6 8:15 髙橋　貞文 (相模原) 萩原　昭夫 (愛　川) 齊木　和紀 (横　浜) 冨樫　賢太 (茅ケ崎)

7 8:18 佐藤　博紀 (横　浜) 杉澤　浩二 (藤　沢) 北村　　基 (横　浜) 青木　　優 (海老名) 7 8:24 廣澤　幹久 (鎌　倉) 中村　浩光 (大　和) 上田　一郎 (相模原) 福田　克之 (相模原)

8 8:26 飯塚　光洋 (横　浜) 池上　俊哉 (藤　沢) 横溝　好生 (横　浜) 平本　徳秀 (愛　川) 8 8:33 花吉　精一 (相模原) 中井　篤史 (厚　木) 小林　孔一 (横　浜) 齊藤　大樹 (座　間)

9 8:34 吉岡　宅美 (厚　木) 佐々木　聡 (大　和) 横塚　信夫 (横　浜) 峯岸　昭男 (厚　木) 9 8:42 堀内　正之 (小田原) 伊井　賢治 (相模原) 波田野　巧 (藤　沢) 岩本　健司 (横　浜)

10 8:42 石井　政弘 (厚　木) 小林　茂実 (平　塚) 相内　政義 (横　浜) 山口　秀明 (茅ケ崎) 10 8:51 小野　悦央 (横　浜) 浅尾　剛司 (横　浜) 千葉純一郎 (座　間) 渡辺　研吾 (相模原)

11 8:50 赤倉　勇人 (横　浜) 宇梶　雄一 (川　崎) 飯島　　顕 (横　浜) 小川　雅久 (横　浜) 11 9:00 長谷　公広 (茅ケ崎) 目黒　健太 (横　浜) 赤羽　　誠 (三　浦) 藤原　笙一 (川　崎)

12 8:58 開嶋　宗基 (横　浜) 仁井田広美 (横　浜) 花山　錫吉 (川　崎) 永山　匡史 (横　浜) 12 9:09 髙橋　喜之 (相模原) 菅沼　秀明 (横　浜) 中原　景三 (横　浜) 鈴木　　純 (相模原)

13 9:06 小川　大造 (相模原) 大島　　勉 (横　浜) 有馬　洋一 (横　浜) 中原　隆治 (横　浜) 13 9:18 光宗　一城 (川　崎) 村上　知史 (綾　瀬) 大門　太郎 (逗　子) 松本　　登 (横須賀)

14 9:14 寺西　謙治 (横　浜) 庄司　晴久 (横　浜) 千葉　健一 (横　浜) 本荘　浩平 (横　浜) 14 9:27 倉橋　学滋 (藤　沢) 佐藤　智治 (横　浜) 田村　　学 (横　浜) 塩野谷信吾 (横　浜)

15 9:22 門野　　誠 (横　浜) 白子　　潔 (横　浜) 豊山ｱﾝﾄﾞﾚｱ (横　浜) 村上　嘉彦 (横　浜) 15 9:36 平子　尚丈 (川　崎) 今里　隆哉 (横　浜) 尾朝　義行 (横　浜) 桶谷　　満 (川　崎)

16 9:30 池内　喜裕 (座　間) 大槻　育伸 (横　浜) 吉田　　勇 (海老名) 安達　民夫 (藤　沢) 16 9:45 片岡　広行 (相模原) 横溝　　淳 (伊勢原) 伊賀　宏行 (横須賀) 渡辺　真義 (川　崎)

17 9:38 岩永　正弘 (海老名) 濱田　　博 (横　浜) 松田晋之介 (鎌　倉) 布施　清人 (愛　川) 17 9:54 細谷　嘉晴 (相模原) 山影　弘嗣 (相模原) 葛西　講司 (大　和) 西村　正教 (横　浜)

18 9:46 平田　芳治 (藤　沢) 萩原　　隆 (海老名) 立花　健二 (愛　川) 井上　大輔 (厚　木)

男子の部 第1予選　　相模原GC・西コース 組み合わせ　
3月24日(火)

（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。　　　競技委員長



1 7:30 佐野　元国 (横　浜) 森　健太郎 (横　浜) 木下　隆史 (横　浜) 古橋　尚大 (横　浜) 　 1 7:30 柳澤　達哉 (横　浜) 村松　昇二 (藤　沢) 館澤　宣義 (横　浜) 及川　　勝 (横　浜)

2 7:38 須藤　雅喜 (横　浜) 新迫　和宏 (横　浜) 狩野　　敦 (横　浜) 田口　青空 (横須賀) 2 7:38 工藤　隆司 (横　浜) 遠藤　正浩 (横　浜) 田中　　徹 (横　浜) 梅田　泰司 (横　浜)

3 7:46 地頭薗二彦 (横　浜) 坂本　賢一 (横　浜) 中嶋　一成 (相模原) 出水田裕輝 (川　崎) 3 7:46 小林　　剛 (平　塚) 笹田　照至 (横　浜) 田中　義典 (藤　沢) 佐藤　幸浩 (横　浜)

4 7:54 柴北　昌義 (川　崎) 澤　　正敏 (川　崎) 藤田新之助 (横　浜) 井村　哲男 (横　浜) 4 7:54 鈴木　康宏 (相模原) 中澤　和司 (横　浜) 森　　誠司 (横　浜) 二宮　忠雄 (横　浜)

5 8:02 萩原　隆典 (横　浜) 若尾　智広 (横　浜) 大川　基康 (横　浜) 小島　信政 (逗　子) 5 8:02 飯塚健太朗 (日本大) 市邨　直教 (横　浜) 荒井　優希 (東海大) 山口桂一朗 (相模原)

6 8:10 鈴切　琢麿 (横　浜) 渡邉　敏雄 (横須賀) 原中幸一郎 (横　浜) 西澤優一郎 (横　浜) 6 8:10 松嶋　　隆 (横　浜) 斉藤　秀永 (横　浜) 佐藤　俊二 (横　浜) 門傳　孝志 (横　浜)

7 8:18 勝俣　徳士 (横　浜) 新垣　智之 (横　浜) 石本　秀孝 (横　浜) 小島　邦生 (横　浜) 7 8:18 佐々木龍二 (横　浜) 大野　浩人 (横　浜) 鴨志田義信 (海老名) 上條　晋吾 (横　浜)

8 8:26 長嶋　　実 (横　浜) 平賀　孝治 (相模原) 飯塚　康成 (横　浜) 杉山　猛美 (横　浜) 8 8:26 井上　雅彦 (相模原) 会田　達男 (横　浜) 佐々木正利 (横　浜) 杉坂　　勉 (鎌　倉)

9 8:34 森田　隆昭 (横　浜) 天野　隆司 (横　浜) 細谷　　元 (逗　子) 村上　武男 (横　浜) 9 8:34 堀越　　勝 (鎌　倉) 服部　洋一 (横　浜) 陽木　克昌 (横　浜) 木間塚大河 (横　浜)

10 8:42 西郷　　巌 (横　浜) 大嶋　　修 (横　浜) 斉藤　　旬 (横　浜) 瀧本　順司 (横　浜) 10 8:42 橋本　光雄 (横　浜) 筒井　　潤 (横　浜) 寺迫　鋭吾 (横須賀) 島崎　修一 (横　浜)

11 8:50 斉藤　健治 (横　浜) 庄司　英一 (横　浜) 吉田康次郎 (横　浜) 吉岡　　淳 (藤　沢) 11 8:50 森井　　優 (横　浜) 阿部　健一 (横　浜) 黒崎　雅浩 (横　浜) 八木下良近 (横　浜)

12 8:58 青島　　順 (平　塚) 鶴田　直也 (横　浜) 中山　一平 (横　浜) 中村　剛秀 (横　浜) 12 8:58 石塚　勝久 (横　浜) 山下　慎二 (横　浜) 藤原　紀博 (大　和) 坪井　洋成 (横　浜)

13 9:06 加賀谷　真 (横　浜) 伊藤　　哲 (横　浜) 藤田　暁斗 (川　崎) 横石　孝浩 (横　浜) 13 9:06 小林　兼久 (横　浜) 稲妻　政憲 (横　浜) 長島　良彰 (横　浜) 大塚　孝重 (横　浜)

14 9:14 井戸田照義 (横　浜) 西原　一志 (横　浜) 木﨑　和徳 (横　浜) 矢島　光宏 (横　浜) 14 9:14 野嵜　榮一 (藤　沢) 遠山　敏正 (横　浜) 下条　雅人 (藤　沢) 楜澤　健二 (横　浜)

15 9:22 青山　賢一 (横　浜) 菊池　　修 (鎌　倉) 小宮　清孝 (横　浜) 後藤　隆史 (横　浜) 15 9:22 臼杵　靖晃 (横　浜) 田場　典数 (川　崎) 鈴木　佳香 (横　浜) 瀧尾　秀幾 (大　和)

16 9:30 石井　賢士 (横　浜) 渡辺　茂男 (大　和) 小林　豊明 (相模原) 大谷　　隆 (川　崎) 16 9:30 村田　大陸 (大　和) 加藤　和正 (厚　木) 林　　一彦 (横　浜) 石井　浩靖 (横　浜)

17 9:38 加藤　悟志 (横　浜) 木水　　守 (横　浜) 久保寺直也 (横　浜) 村山　　卓 (横　浜) 17 9:38 伊藤　洋正 (横　浜) 今　　　斉 (横　浜) 川下　善則 (横　浜) 喜田　哲男 (横　浜)

18 9:46 横山　岳志 (逗　子) 松本　竜空 (逗　子) 北川　雄一 (横　浜) 滝本　幹人 (横　浜) 18 9:46 小林　一彦 (横　浜) 山中　一人 (横　浜) 永井　　聡 (横　浜) 谷口　信一 (横　浜)

19 9:54 木下　伸一 (座　間) 森山　勝好 (横　浜) 田尻　芳久 (相模原) 山﨑　竜也 (横　浜) 19 9:54 斎藤　崇人 (川　崎) 神戸　康弘 (横　浜) 北見　義治 (横　浜) 中村　孝司 (横　浜)

男子の部 第2予選　　戸塚CC・西コース 組み合わせ　

（OUT） （I N）  

4月1日(水)

　  ◎　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



1 7:30 大塚　　崇 (慶應大) 林　　　誠 (藤　沢) 鈴木　辰哉 (横　浜) 小林　正尚 (平　塚)

2 7:37 品川　資毅 (川　崎) 柿崎　　修 (藤　沢) 遠藤のぼる (相模原) 渡部　　順 (鎌　倉)

3 7:44 石岡　　仁 (川　崎) 相原　和夫 (秦　野) 石丸　博久 (平　塚) 堀　　敬三 (寒　川)

4 7:51 座本　徳男 (厚　木) 勝俣　徹彦 (藤　沢) 木村　記章 (鎌　倉) 山本　宏明 (平　塚)

5 7:58 安齊　雅之 (川　崎) 田﨑　保志 (川　崎) 佐藤　俊幸 (横　浜) 井上　和巳 (小田原)

6 8:05 松本　大樹 (慶應大) 務台　光平 (横　浜) 小林　隆幸 (横　浜) 中村　修一 (厚　木)

7 8:12 森　勇乃祐 (慶應大) 古敷谷　亮 (横須賀) 小林　裕介 (横　浜) 久保寺　実 (横　浜)

8 8:19 堀越　凜人 (鎌　倉) 渡辺ユタカ (横　浜) 横山　将博 (横　浜) 三ツ井雅貴 (横　浜)

9 8:26 橋爪　　楓 (藤　沢) 福永　真則 (横　浜) 中島　利彦 (横　浜) 山路　英樹 (座　間)

10 8:33 羽田　悠人 (東海大) 高橋　敏文 (横　浜) 池上　　拓 (川　崎) 松澤　光春 (川　崎)

11 8:40 川﨑　智洋 (専修大) 松本　雄希 (横　浜) 海保　賢太 (綾　瀬) 渡邊　絢心 (高ゴ連)

12 8:47 石川　重人 (横　浜) 丸山　辰治 (横　浜) 原田　竹生 (平　塚) 兒玉　守夫 (横　浜)

13 8:54 府川　和史 (秦　野) 鈴木　賢司 (横　浜) 佐藤　政弘 (秦　野) 落合　幸男 (鎌　倉)

14 9:01 内山　和洋 (横　浜) 吉田　　朗 (藤　沢) 安木　隆介 (川　崎) 石井優汰朗 (高ゴ連)

15 9:08 石川　　慶 (東海大) 日野　秀明 (横　浜) 髙橋　大輔 (川　崎) 根上　博寿 (藤　沢)

16 9:15 岩本　響英 (東海大) 秋山　　努 (川　崎) 鈴木　義浩 (小田原) 渋谷　美彦 (相模原)

   男子の部 第3予選　　

　レインボーCC 組み合わせ　

◎　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

（OUT）

4月3日(金)



1 7:30 土井　克祥 (横　浜) 大塚　幸治 (横須賀) 平元　信久 (横　浜)

2 7:37 大平　裕一 (横　浜) 清水　　剛 (横　浜) 渡辺　慶一 (横須賀)

3 7:44 弘中　孝典 (横　浜) 岡田　直也 (横　浜) 柴田　政二 (横　浜) 清水　良史 (横　浜)

4 7:51 蔡　　政儒 (専修大) 山本　博昭 (横　浜) 藤澤　真実 (横須賀) 小森　秀也 (横　浜)

5 7:58 大西慶一郎 (横　浜) 松元　正秀 (横　浜) 高瀬　公芳 (横　浜) 古川　章仁 (横　浜)

6 8:05 沼澤　優光 (川　崎) 竹中　章二 (横須賀) 新家　和文 (横　浜) 井上　裕喜 (横　浜)

7 8:12 磯崎　　学 (鎌　倉) 石黒富士男 (横　浜) 中川　利浩 (横　浜) 後藤　康宏 (横　浜)

8 8:19 志津野真啓 (横　浜) 石渡　貴明 (横須賀) 東倉　優介 (横　浜) 寺田　智宏 (大　和)

9 8:26 小野寺　悠 (川　崎) 保住　朋之 (藤　沢) 舩橋　　海 (逗　子) 安西　公宣 (横　浜)

10 8:33 北村　　耕 (明治大) 松谷　英樹 (横　浜) 平本　　拓 (横　浜) 小野　雅俊 (藤　沢)

11 8:40 南　　義隆 (大　和) 髙橋　眞二 (横　浜) 中原　輝哉 (横須賀) 間宮　茂雄 (横　浜)

12 8:47 斉藤　重一 (横　浜) 丹野　正義 (横　浜) 木村　高之 (横　浜) 髙橋　圭一 (横　浜)

13 8:54 根岸　賢治 (平　塚) 柳橋　昌行 (横　浜) 小野　恵右 (平　塚) 横溝　　勉 (秦　野)

14 9:01 前川有一朗 (横須賀) 有光　智幸 (横　浜) 長南謙一郎 (横須賀) 原　　雄二 (横　浜)

15 9:08 笠井　俊吾 (川　崎) 板野　右志 (横　浜) 斎藤　高志 (横　浜) 前川　永久 (横須賀)

◎　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 第4予選　　

　葉山国際CC・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｰｽ 組み合わせ　

4月7日(火)

（OUT）



1 7:30 荻原　　敦 (厚　木) 林　　哲也 (大　和) 清田　孝司 (鎌　倉) 大城　吉弘 (横　浜)

2 7:37 塚原　昌彦 (横　浜) 岩﨑　秀樹 (茅ケ崎) 永濱　浩一 (平　塚) 細田　　裕 (横　浜)

3 7:44 難波　一仁 (厚　木) 古屋　英尚 (横須賀) 岡本　伸晴 (相模原) 大又　周一 (綾　瀬)

4 7:51 長谷川雄幸 (横　浜) 荻野　時夫 (相模原) 山田　尚紀 (横　浜) 森山　直樹 (川　崎)

5 7:58 杉山　賢治 (厚　木) 相場與志雄 (座　間) 土田　秀之 (横　浜) 永井　圭介 (相模原)

6 8:05 天野　仙志 (横　浜) 西原　広司 (厚　木) 長谷川良介 (横　浜) 坂本　浩大 (相模原)

7 8:12 村井　高志 (横　浜) 菅原　　稔 (海老名) 酒井　　勇 (厚　木) 上倉　邦男 (横須賀)

8 8:19 中川　幸広 (横　浜) 西山　昌秀 (座　間) 芳賀沼　満 (厚　木) 小島　　徹 (座　間)

9 8:26 松井　基司 (横　浜) 加藤　孝範 (横　浜) 山川　陽平 (横　浜) 賀川　啓明 (海老名)

10 8:33 都元　陽介 (海老名) 小林　大樹 (横　浜) 篠原　良道 (横　浜) 福田　亮太 (川　崎)

11 8:40 保良　誠司 (相模原) 守屋　孝則 (厚　木) 宍戸　謙介 (横　浜) 松野　　健 (厚　木)

12 8:47 池田　隆広 (相模原) 岡崎　智春 (綾　瀬) 河村　英明 (横　浜) 小森　康孝 (横　浜)

13 8:54 滝田　弘之 (平　塚) 高木　　信 (綾　瀬) 永濱吾津士 (愛　川) 吉田　　靖 (藤　沢)

14 9:01 三戸部正治 (横　浜) 工藤　真樹 (綾　瀬) 渡辺　善明 (藤　沢) 井上　　晃 (横　浜)

15 9:08 堺　　英之 (横　浜) 松浦　　徹 (綾　瀬) 阿萬　正巳 (大　和) 増島　弘幸 (座　間)

16 9:15 田中　　博 (横　浜) 佐々木顕正 (二　宮) 大橋　信明 (愛　川) 大賀　　一 (寒　川)

17 9:22 竹倉　　敦 (厚　木) 葉山　憲二 (横　浜) 井上　正己 (横　浜) 葛籠貫　博 (横　浜)

18 9:29 岡田　博行 (横　浜) 竹内　重雄 (相模原) 藪　　晋吾 (横　浜) 松田　大介 (相模原)

19 9:36 和田　貴樹 (厚　木) 関　　貴仁 (相模原) 嶺井　克也 (横　浜) 乾　　裕明 (綾　瀬)

20 9:43 永島　修司 (厚　木) 川口　直之 (横　浜) 澤田　　崇 (鎌　倉) 三田　春樹 (厚　木)

   男子の部 第5予選　　

　長竹CC 組み合わせ　

4月9日(木)

（OUT）

◎　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



1 7:30 朝見　公一 (相模原) 千北　光仁 (松　田) 磯　　哲雄 (伊勢原) 中鉢　　悟 (横　浜) 　 1 7:30 木下　勇人 (横　浜) 永井　拓巳 (綾　瀬) 加藤　正之 (伊勢原)

2 7:38 富田　光洋 (平　塚) 酒井　俊春 (綾　瀬) 岩田　和広 (横　浜) 吉田　良久 (海老名) 2 7:39 氏家　勝美 (横　浜) 阿部　純也 (相模原) 天賀　秀樹 (相模原) 崎永　政人 (綾　瀬)

3 7:46 柳下　俊明 (横　浜) 伊藤　　亮 (藤　沢) 前川　健司 (大　和) 塩島　正隆 (綾　瀬) 3 7:48 及川　克彦 (藤　沢) 伊藤　誠一 (綾　瀬) 関谷　洋史 (伊勢原) 水島　教巳 (相模原)

4 7:54 伊豆　哲二 (相模原) 古川　　明 (相模原) 田城　　亨 (横　浜) 竹中　　駿 (秦　野) 4 7:57 古谷　侑大 (茅ケ崎) 田代　良平 (厚　木) 内村　淳也 (相模原) 大塚　丈義 (茅ケ崎)

5 8:02 西　　良一 (横　浜) 宮下　　恵 (川　崎) 中田　丈晴 (横　浜) 三浦　隆治 (相模原) 5 8:06 矢ケ﨑隆夫 (鎌　倉) 小野　栄一 (横　浜) 堀江　裕明 (川　崎) 阿部　隆弘 (横須賀)

6 8:10 伊藤　裕明 (大　和) 有泉　賢一 (相模原) 中澤　久也 (横　浜) 徐　　裕貴 (横　浜) 6 8:15 島田　竜泰 (藤　沢) 秦　　晴彦 (小田原) 瀬戸　直行 (座　間) 吉永　宏二 (横　浜)

7 8:18 前山　海翔 (神　大) 佐藤　充浩 (川　崎) 松尾　智州 (横　浜) 国本　京佑 (横　浜) 7 8:24 村尾　優一 (横　浜) 笠原　英男 (川　崎) 木村　豊英 (横　浜) 久我　晋一 (横　浜)

8 8:26 成松光一郎 (横　浜) 杉井　俊之 (横　浜) 山口　哲郎 (横　浜) 有吉　孝文 (横　浜) 8 8:33 韮澤　圭亮 (東海大) 永野　俊彦 (川　崎) 塩川　　剛 (厚　木) 齋藤　直明 (藤　沢)

9 8:34 関根　政英 (横　浜) 国本　雄資 (横　浜) 梶　　喜雄 (愛　川) 竹内　一晃 (相模原) 9 8:42 世古　祐飛 (平　塚) 斉藤　　充 (藤　沢) 阿部　真也 (茅ケ崎) 福田　茂雄 (藤　沢)

10 8:42 鶴薗　弘明 (横　浜) 海老塚亮一 (横　浜) 畑野　雅之 (相模原) 鈴木健太郎 (横　浜) 10 8:51 脇坂　浩一 (川　崎) 杉山　　満 (横　浜) 熊澤　貴夫 (横須賀) 片根　　忍 (横　浜)

11 8:50 宮渕　　修 (横　浜) 工藤　　桂 (横　浜) 武田　和之 (横　浜) 三井　良介 (秦　野) 11 9:00 鈴木　清明 (横　浜) 梶原　朗世 (鎌　倉) 片山　嘉己 (横　浜) 大谷　倫弘 (厚　木)

12 8:58 萩原　則之 (横　浜) 白井　浩弥 (横　浜) 小林謙一郎 (横　浜) 高泉　広明 (大　和) 12 9:09 塚本　則男 (横　浜) 淺沼　　隆 (平　塚) 乾　　明洋 (横　浜) 井上　厚司 (横　浜)

13 9:06 平本　隼人 (相模原) 佐々木元洋 (伊勢原) 安田　　仁 (横　浜) 石井　　剛 (鎌　倉) 13 9:18 奈良　理史 (慶應大) 森本　茂雄 (横　浜) 高梨　善隆 (厚　木) 元橋　洋介 (厚　木)

14 9:14 椎木　　茂 (横　浜) 蛭田　弘二 (横　浜) 吉野　大成 (川　崎) 野中　敏夫 (川　崎) 14 9:27 齋藤　　睦 (相模原) 小野田　聡 (平　塚) 井上　光政 (厚　木) 西岡　　健 (厚　木)

15 9:22 平山　俊夫 (横　浜) 山口　健太 (厚　木) 澤辺　良一 (横　浜) 近藤　大雅 (鎌　倉) 15 9:36 加嶋　　博 (横　浜) 鎌田　俊一 (川　崎) 片倉　大士 (大　和) 石川　謙二 (厚　木)

16 9:30 奇　　竜太 (横　浜) 岡本康太郎 (愛　川) 横山　京平 (平　塚) 浅水　直彦 (横　浜) 16 9:45 渡辺　哲夫 (藤　沢) 山本　恭太 (大　和) 望月　光一 (横　浜) 井上　晶雄 (大　和)

17 9:38 村松　和憲 (川　崎) 石森　達也 (相模原) 内田　宏昭 (小田原) 井上　直紀 (藤　沢) 17 9:54 金子　宏治 (相模原) 尾渕　浩一 (横　浜) 小内　　聡 (海老名) 坂上　一郎 (横　浜)

18 9:46 大林　寿寛 (横　浜) 田中　史典 (相模原) 程島　紀章 (横　浜) 濵　　勝則 (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 第6予選　厚木国際CC・西コース　組み合わせ　

（OUT） （I N）

4月14日(火)



1 8:03 横溝　越矢 (秦　野) 江野　将征 (横　浜) 別所　義人 (大　和) 近藤　基明 (厚　木) 　 1 8:03 石井　慎一 (開　成) 山本　雷太 (藤　沢) 二ノ宮喜博 (茅ケ崎) 島岡　　聖 (海老名)

2 8:10 山田　直紀 (小田原) 林　　哲也 (平　塚) 塚田　敏宣 (鎌　倉) 倉　　　尚 (厚　木) 2 8:10 元木　一利 (横　浜) 門井　康介 (横　浜) 近藤　克彦 (横　浜) 車古　清爾 (鎌　倉)

3 8:17 山口　一浩 (相模原) 津田　康紀 (藤　沢) 永松　　享 (横　浜) 堤　　純友 (横須賀) 3 8:17 深尾　健太 (横　浜) 石川　忠之 (箱　根) 森井　清隆 (大　磯) 岩倉　俊浩 (厚　木)

4 8:24 大貫　利樹 (川　崎) 西根　克紀 (横　浜) 吉田　龍太 (藤　沢) 村田　崇臣 (座　間) 4 8:24 江口　亮哉 (東海大) 山口　拓也 (厚　木) 加賀谷雅之 (横　浜) 田辺　直孝 (横　浜)

5 8:31 田中　宏顕 (秦　野) 漆原　憲一 (横　浜) 天谷　政幸 (横　浜) 佐々木康夫 (横　浜) 5 8:31 橋本　正和 (茅ケ崎) 西野　達也 (大　和) 白崎　欣也 (秦　野) 今村　良雄 (平　塚)

6 8:38 古川　大輔 (横　浜) 結城ｼﾞｮｼｭｱ (鎌　倉) 髙井　朋典 (大　和) 天野　史健 (横　浜) 6 8:38 篠﨑　郁夫 (横　浜) 磯﨑　　浩 (小田原) 吉田　淳一 (川　崎) 佐藤　忠信 (秦　野)

7 8:45 与安　　潔 (横　浜) 保竹　純一 (横　浜) 久保　　順 (茅ケ崎) 清水　幸二 (横　浜) 7 8:45 竹内　浩典 (横　浜) 中谷　和彦 (小田原) 川崎　公太 (横　浜) 竹澤　俊治 (横　浜)

8 8:52 香川　享洋 (横　浜) 尾﨑　　宏 (厚　木) 井出　尋史 (湯河原) 小野寺利丸 (大　井) 8 8:52 古林　和幸 (南足柄) 岸　　雄三 (横　浜) 荒川　　隆 (小田原) 神保　政勝 (大　井)

9 8:59 山田　純吉 (厚　木) 諸星　　進 (秦　野) 内田　英治 (横　浜) 川脇　　要 (横　浜) 9 8:59 足立　洋介 (横　浜) 塘　　勝哉 (伊勢原) 鈴木　佳人 (海老名) 三原　典明 (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 第7予選　　富士屋ホテル仙石GC 組み合わせ　
4月15日(水)

（OUT） （I N）  


