
1 7:30 屋代　　亮 (茅ケ崎) 田中　義典 (藤　沢) 稲垣　博之 (横　浜) 桶谷　　満 (川　崎) 　 1 7:30 品川　資毅 (川　崎) 柳下　俊明 (横　浜) 堀　　敬三 (寒　川)

2 7:38 宮川　正敏 (平　塚) 会田　達男 (横　浜) 座本　徳男 (厚　木) 臼杵　靖晃 (横　浜) 2 7:38 佐々木政一 (大　和) 遠藤のぼる (相模原) 西村　　淳 (横　浜) 谷口　慎二 (横須賀)

3 7:46 石井　慎一 (開　成) 賀川　啓明 (海老名) 内田　侑緒 (横　浜) 田口　青空 (横須賀) 3 7:46 志渡　智宏 (茅ケ崎) 亀田隆由王 (相模原) 濵　　勝則 (横　浜) 金沢　智裕 (横　浜)

4 7:54 守屋　公雄 (寒　川) 永濱　浩一 (平　塚) 菱田　　茂 (横　浜) 茂田　明義 (湯河原) 4 7:54 下條　憲通 (横　浜) 牧野　年男 (藤　沢) 保田　嘉彦 (藤　沢) 田村　　界 (相模原)

5 8:02 鈴木　純平 (相模原) 岡下　慎吾 (横　浜) 井澤　龍信 (二　宮) 片岡　　謙 (川　崎) 5 8:02 亀谷　俊佑 (川　崎) 片桐　雅也 (平　塚) 糠信　秀企 (相模原) 渋井晃太郎 (横　浜)

6 8:10 安西　公宣 (横　浜) 諸岡　哲也 (平　塚) 高原　裕二 (平　塚) 中村　大聖 (横　浜) 6 8:10 山口　大介 (厚　木) 中嶋　一成 (相模原) 夏目　俊也 (横　浜) 寺西　英樹 (横　浜)

7 8:18 荻原　　敦 (厚　木) 近藤　大雅 (鎌　倉) 清水　幸二 (横　浜) 岡　　安人 (高ゴ連) 7 8:18 木村　記章 (鎌　倉) 渡辺ユタカ (横　浜) 三瓶正次郎 (小田原) 金子　亜貴 (横　浜)

8 8:26 嵯峨　和也 (藤　沢) 竹澤　俊治 (横　浜) 今村　良雄 (平　塚) 村田　　良 (横　浜) 8 8:26 吉田　　靖 (藤　沢) 原　　宏治 (茅ケ崎) 大塚　幸治 (横須賀) 西野　達也 (大　和)

9 8:34 上中　康則 (鎌　倉) 長谷川和俊 (茅ケ崎) 大槻　育伸 (横　浜) 小林　豊明 (相模原) 9 8:34 杉山　猛美 (横　浜) 渡辺　茂男 (大　和) 和田　貴樹 (厚　木) 山口　　正 (横　浜)

10 8:42 相原　　薫 (藤　沢) 佐藤　幸浩 (横　浜) 買手　徳唯 (横　浜) 近藤　克彦 (横　浜) 10 8:42 廣瀬　信行 (横　浜) 阿部　健一 (横　浜) 高泉　広明 (大　和) 上田　一郎 (相模原)

11 8:50 山本　博昭 (横　浜) 渡邉富士雄 (藤　沢) 佐々木博幸 (厚　木) 竹内　一晃 (相模原) 11 8:50 守屋　孝則 (厚　木) 江野　則秀 (横　浜) 中村　剛秀 (横　浜) 内田　宏昭 (小田原)

12 8:58 野堀　久司 (川　崎) 須藤　　誠 (横　浜) 石渡　貴明 (横須賀) 氏家　勝美 (横　浜) 12 8:58 村上　信一 (厚　木) 小林　裕介 (横　浜) 岡本康太郎 (愛　川) 難波　一仁 (厚　木)

13 9:06 木村　高之 (横　浜) 山田　秀明 (平　塚) 梶原　朗世 (鎌　倉) 阿萬　正巳 (大　和) 13 9:06 徐　　裕貴 (横　浜) 守屋　克則 (厚　木) 西村　正教 (横　浜) 冨樫　賢太 (茅ケ崎)

14 9:14 朝見　公一 (相模原) 古川　恒成 (横　浜) 大川　基康 (横　浜) 泉田　秀斗 (座　間) 14 9:14 赤石　篤洋 (横　浜) 伊藤　大和 (藤　沢) 田中洋二郎 (川　崎) 平泉　　驍 (寒　川)

15 9:22 宗川圭一郎 (横　浜) 秦　　晴彦 (小田原) 滝田　弘之 (平　塚) 渡辺　真義 (川　崎) 15 9:22 義澤　　彰 (相模原) 成川　　誠 (中　井) 鹿島　世有 (大　磯) 楠　　大峻 (横　浜)

16 9:30 柿崎　　修 (藤　沢) 中澤　和司 (横　浜) 関根　政英 (横　浜) 宮下　　恵 (川　崎)

男子の部 予選第3会場　　レイクウッドGC・西コース 組み合わせ　
4月2日(金)

（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


