
1 7:56 滝本　幹人 (横　浜) 蛭田　克己 (藤　沢) 菊池　　修 (鎌　倉) 小沼　隆史 (横　浜) 　 1 8:00 大平　裕一 (横　浜) 酒主　賢二 (伊勢原) 小山内淳吾 (横　浜) 三原　典明 (横　浜)

2 8:04 根岸　賢治 (平　塚) 千葉　健一 (横　浜) 早川　和雄 (座　間) 當房　　満 (横　浜) 2 8:08 鈴木　美典 (座　間) 藤井　庸史 (横　浜) 井上　健治 (川　崎) 徳永　聖也 (川　崎)

3 8:12 谷口　信一 (横　浜) 佐川　陽一 (大　和) 山本　美登 (横　浜) 門野　　誠 (横　浜) 3 8:16 小菅憲太郎 (藤　沢) 島崎　修一 (横　浜) 佐藤　弘章 (横　浜) 田中　　貴 (秦　野)

4 8:20 西根　克紀 (横　浜) 原　　雄二 (横　浜) 安田　　仁 (横　浜) 田口　青空 (横須賀) 4 8:24 荻窪　浩司 (大　和) 井上　大輔 (厚　木) 平原　徳弥 (横　浜) 柿崎　　修 (藤　沢)

5 8:28 沼澤　　光 (川　崎) 吉江　　稔 (横　浜) 永山　匡史 (横　浜) 福原　和彦 (相模原) 5 8:32 佐藤　充浩 (川　崎) 馬場　正徳 (横　浜) 橋本　博康 (茅ケ崎) 西原　一志 (横　浜)

6 8:36 後藤　康宏 (横　浜) 加藤　正之 (伊勢原) 天門　原動 (川　崎) 赤倉　勇人 (横　浜) 6 8:40 澤辺　良一 (横　浜) 千原　賢士 (横　浜) 花山　錫吉 (川　崎) 斉藤　秀永 (横　浜)

7 8:44 岡本康太郎 (愛　川) 落合　盛公 (横　浜) 歌田　清貴 (横　浜) 伊藤　颯汰 (横　浜) 7 8:48 武田　和之 (横　浜) 塩川　　剛 (厚　木) 和田　　忍 (横　浜) 関根　謙克 (相模原)

8 8:52 根上　博寿 (藤　沢) 片根　　忍 (横　浜) 林　　哲也 (大　和) 藤原　賢司 (川　崎) 8 8:56 椿　　克夫 (藤　沢) 古川　恒成 (横　浜) 新垣　智之 (横　浜) 横山　岳志 (逗　子)

9 9:00 東倉　優介 (横　浜) 赤羽　　誠 (三　浦) 広田　　誠 (伊勢原) 仲宗根寛瑛 (横　浜) 9 9:04 山口　　剛 (大　和) 杉山健太郎 (相模原) 館澤　宣義 (横　浜) 飯野　義則 (川　崎)

10 9:08 宮内　真一 (川　崎) 吉田　孝一 (横　浜) 小林　孔一 (横　浜) 己斐　秀樹 (横　浜) 10 9:12 佐々木元洋 (伊勢原) 錦戸　博美 (横　浜) 廣瀬　賢二 (横　浜) 西原　広司 (厚　木)

11 9:16 片桐　雅也 (平　塚) 小森　康孝 (横　浜) 坂本　浩大 (相模原) 長島　大知 (高ゴ連) 11 9:20 後藤　隆史 (横　浜) 南　　義隆 (大　和) 霜山　正己 (伊勢原) 日野　秀明 (横　浜)

12 9:24 逸見　和之 (伊勢原) 石岡　　仁 (川　崎) 伊藤　　武 (横　浜) 河村　英明 (横　浜) 12 9:28 中里　匡良 (相模原) 斉藤　　充 (藤　沢) 松本　雄希 (横　浜) 世古　祐飛 (平　塚)

13 9:32 國分　啓久 (横須賀) 臼杵　靖晃 (横　浜) 鈴木健太郎 (横　浜) 会田　達男 (横　浜) 13 9:36 中山　一平 (横　浜) 高田　敏文 (川　崎) 豊田　　貢 (横　浜) 北見　義治 (横　浜)

14 9:40 佐藤　一宏 (厚　木) 黒崎　雅浩 (横　浜) 久我　晋一 (横　浜) 森　　竜也 (相模原) 14 9:44 柳橋　昌行 (横　浜) 速水　浩二 (横　浜) 長谷　公広 (茅ケ崎) 植竹　丈二 (横　浜)

15 9:48 加藤　　勉 (川　崎) 平井　　真 (横　浜) 氏家　勝美 (横　浜) 長谷川健治 (横　浜) 15 9:52 上田　　榮 (横　浜) 須藤　　誠 (横　浜) 名嘉　晋作 (横　浜) 竹島　　大 (茅ケ崎)

16 9:56 松島　宏光 (茅ケ崎) 小野　保彦 (横　浜) 加藤　純也 (横　浜) 吉野　大成 (川　崎) 16 10:00 木水　　守 (横　浜) 俵　　聖徳 (横　浜) 西山　昌秀 (座　間) 神戸　康弘 (横　浜)

17 10:04 松原　博英 (座　間) 小島　　徹 (座　間) 福井　　龍 (川　崎) 青野　栄一 (横　浜) 17 10:08 内尾　忠臣 (厚　木) 金子　宏治 (相模原) 小島　邦生 (横　浜) 須藤　雅喜 (横　浜)

　（電話045-351-1241）へ連絡し、委員に直接伝えること。

◎無断欠場は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

第１プレミアム予選　組み合わせ　　2月5日・戸塚ＣＣ西コース　

（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。

◎2月4日(木)までの欠場連絡は県ゴルフ協会（電話045-680-5621）へ、当日は戸塚CC


