
HC HC HC HC HC HC HC HC

1 7:44 落合　義徳 (厚　木) 6.0 鈴木　英雄 (川　崎) 9.6 上原　明雄 (横　浜) 19.3 中村　　喬 (厚　木) 　 1 7:44 武田　　弘 (横　浜) 9.4 下村　正美 (藤　沢) 笠原　啓二 (相模原) 8.3

2 7:52 島路　清惠 (横　浜) 2.0 高橋　　力 (厚　木) 9.6 稲葉　信孝 (茅ケ崎) 喜多　淳太 (横　浜) 2 7:52 青山喜美男 (横　浜) 3.0 蒲谷　正夫 (横　浜) 8.7 西脇　康雄 (横　浜)

3 8:00 佐野　勝勇 (茅ケ崎) 5.9 江水　弘行 (茅ケ崎) 8.1 矢部　輝雄 (大　磯) 菅原　道男 (横　浜) 3 8:00 原　　継雄 (川　崎) 柳川　　貢 (小田原) 7.7 小泉　由貞 (横　浜) 手塚　　功 (川　崎)

4 8:08 畠山　雅雄 (横　浜) 2.3 土志田誠治 (横　浜) 9.7 中澤　秀夫 (横　浜) 矢崎　邦夫 (横　浜) 4 8:08 村上　　健 (藤　沢) 鮫島　康孝 (小田原) 7.9 松本　一夫 (大　磯) 羽根　　茂 (横　浜)

5 8:16 石井　重次 (相模原) 3.7 池田　正和 (横　浜) 14.6 矢野　和夫 (横　浜) 28.6 君島　和男 (横　浜) 5 8:16 三橋　孝平 (横須賀) 3.8 松下　征男 (横　浜) 金子　敏行 (横　浜) 山口　正壽 (平　塚)

6 8:24 薗　　保治 (湯河原) 1.2 長谷川公彦 (藤　沢) 7.6 岩崎　　准 (横　浜) 14.5 檜山　廣道 (横　浜) 6 8:24 榎本　幸和 (相模原) 2.0 小野寺伸次 (横　浜) 9.0 林　　芳雄 (横　浜) 渋谷千恵麿 (横　浜)

7 8:32 赤羽　　昇 (座　間) 小澤　　達 (横　浜) 7.5 渡邉　　博 (川　崎) 10.8 高橋　良民 (横　浜) 7 8:32 宮内　利幸 (横須賀) 5.7 山田　　良 (二　宮) 三井　博巳 (横　浜) 10.8 小野田和明 (横　浜)

8 8:40 金子　益章 (藤　沢) 鶴﨑　　晃 (横　浜) 9.2 小室　茂樹 (横　浜) 14.0 岡村　　平 (横　浜) 8 8:40 羽田野淳一 (横　浜) 5.0 横溝　建夫 (秦　野) 8.0 坂本　全布 (秦　野) 櫻井俊一郎 (藤　沢)

9 8:48 挽野　建夫 (横　浜) 5.1 端山　正明 (藤　沢) 8.0 勝亦　博行 (大　磯) 山口　晴康 (相模原) 9 8:48 西田　豊明 (川　崎) 4.0 四釜　　実 (横　浜) 10.8 合使　賢一 (横　浜) 葛西　講司 (大　和)

10 8:56 城所　政美 (厚　木) 5.4 井上　行信 (相模原) 7.9 牧野　　均 (小田原) 13.5 宮田　　正 (横　浜) 10 8:56 金子　　勝 (茅ケ崎) 宝子山嘉一 (横　浜) 13.2 荒井　忠男 (横　浜) 15.0 木谷　靖彦 (横　浜)

11 9:04 佐藤　　信 (横　浜) 4.0 扇　　徳男 (湯河原) 吉原　　実 (横　浜) 11.4 西田　繁信 (横　浜) 11 9:04 假屋園利夫 (横須賀) 5.0 宮川　二郎 (横　浜) 11.8 藤井　義文 (座　間) 12.2 奥村　裕一 (秦　野)

12 9:12 久保田　貢 (相模原) 6.0 山口　　高 (横　浜) 10.0 互井　紘一 (横須賀) 12.1 金子　正史 (横　浜) 12 9:12 俵　　聖徳 (横　浜) 5.6 髙嶋　喜一 (横　浜) 髙橋　正雄 (横　浜) 12.2 原　　恒司 (中　井)

（OUT） （I N）  

グランドシニア男子(70歳以上)の部　芙蓉ＣＣ　組み合わせ

4月27日(火)

（注）氏名欄の数字は公式ハンディキャップ（大会申込時）
◎　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


