
1 7:30 ◎ 小野田　聡 (平　塚) 三井　博巳 (横　浜) 大鴈丸正人 (茅ケ崎) 大沼　貴史 (横　浜) 　 1 7:30 ◎ 塩谷　　勝 (秦　野) 原　　克宣 (横　浜) 野手　和巳 (逗　子) 馬場　正徳 (横　浜)

2 7:38 ◎ 比留間育洋 (横　浜) 中里　匡良 (相模原) 怒谷　直志 (横　浜) 岩崎　　明 (座　間) 2 7:39 ◎ 中村洋一郎 (横　浜) 冨田　喜栄 (藤　沢) 佐藤　幸浩 (横　浜) 吉川　裕治 (愛　川)

3 7:46 ◎ 大塚　丈義 (茅ケ崎) 小林　孝志 (伊勢原) 松元　正秀 (横　浜) 齊木　和紀 (横　浜) 3 7:48 ◎ 塩島　正隆 (綾　瀬) 市川　兆治 (横　浜) 井上　雅彦 (相模原) 晝間　秀計 (横　浜)

4 7:54 ◎ 今井　　潤 (横　浜) 久保谷和明 (秦　野) 武藏　圭太 (藤　沢) 目黒　健太 (横　浜) 4 7:57 ◎ 及川　克彦 (藤　沢) 中川　正弘 (横　浜) 廣瀬　信行 (横　浜) 植竹　丈二 (横　浜)

5 8:02 ◎ 白井　洋之 (川　崎) 保住　朋之 (藤　沢) 中川洋一郎 (横　浜) 今西　義和 (横　浜) 5 8:06 ◎ 臼井　正人 (大　和) 滝本　幹人 (横　浜) 丸山　辰治 (横　浜) 待合　勇史 (藤　沢)

6 8:10 ◎ 河邊　博和 (藤　沢) 山本　美登 (横　浜) ★飯塚　裕一 (横　浜) 松原　博英 (座　間) 6 8:15 ◎ 倉橋　学滋 (藤　沢) 萩原　克芳 (横　浜) 平田　芳治 (藤　沢) 小林　孔一 (横　浜)

7 8:18 ◎ 臼杵　靖晃 (横　浜) 増田　正春 (横須賀) 久保田良昭 (横　浜) 山田　尚紀 (横　浜) 7 8:24 ◎ 志渡　智宏 (茅ケ崎) 小川　　功 (横　浜) 中山　一平 (横　浜) 谷内三千夫 (川　崎)

8 8:26 ◎ 土方　清貴 (横　浜) 大西慶一郎 (横　浜) 杉山　倫久 (藤　沢) 天野　仙志 (横　浜) 8 8:33 ◎ 上中　康則 (鎌　倉) 岩橋　雅一 (横　浜) 岩田　和広 (横　浜) 渡邉富士雄 (藤　沢)

9 8:34 ◎ 柳下　俊明 (横　浜) 髙梨　孝司 (相模原) ★岩橋　史弥 (横　浜) 青山　賢一 (横　浜) 9 8:42 ◎ 安室　伸一 (横　浜) 黒川　　茂 (川　崎) 加藤　純也 (横　浜) 佐々木　巧 (相模原)

10 8:42 ◎ 髙井　　勝 (小田原) 平山　俊夫 (横　浜) 諏佐　光則 (横須賀) 中村由一郎 (横　浜) 10 8:51 ◎ 村松　昇二 (藤　沢) 佐々木龍二 (横　浜) 新山　洋幸 (横　浜) 中村　勝郁 (平　塚)

11 8:50 ◎ ★風間　智行 (横　浜) 朝見　賢光 (相模原) 保竹　純一 (横　浜) 酒主　賢二 (伊勢原) 11 9:00 ◎ 富田　光洋 (平　塚) 田村　和明 (横　浜) 丹野　隆幸 (鎌　倉) 谷口　　徹 (横　浜)

12 8:58 ◎ 中田　丈晴 (横　浜) 永井　英輔 (横　浜) 海老澤　唯 (横　浜) 山口　健太 (厚　木) 12 9:09 ◎ 清水　　工 (川　崎) ★進藤　　巧 (横　浜) 萩原　則之 (横　浜) 坪井　浩一 (相模原)

13 9:06 ◎ 金子　宏治 (相模原) 関根　政英 (横　浜) 三ツ井雅貴 (横　浜) 橋本　訓志 (横　浜) 13 9:18 ◎ 長嶋　　実 (横　浜) 竹島　　大 (茅ケ崎) 竹澤　俊治 (横　浜) 湯山　賢祐 (横　浜)

14 9:14 ◎ 鈴木　丈二 (横　浜) 寺迫　鋭吾 (横須賀) ★松田　永浩 (海老名) 飯塚　　悟 (横　浜) 14 9:27 ◎ 明石　太郎 (藤　沢) 森　　誠司 (横　浜) 曽根　忠和 (座　間) 高山　正二 (横　浜)

15 9:22 ◎ 斎藤　崇人 (川　崎) 山本　　充 (横　浜) 石川　重人 (横　浜) 谷口　信輝 (横　浜) 15 9:36 ◎ 花吉　精一 (相模原) 竹内　浩典 (横　浜) 別所　義人 (大　和) 飯島　雄介 (横　浜)

16 9:30 ◎ 我妻　勝己 (相模原) 成松光一郎 (横　浜) 都甲　　崇 (横　浜) 清野　　誠 (平　塚) 16 9:45 ◎ 久保寺　実 (横　浜) 神戸　　敦 (鎌　倉) 田城　　亨 (横　浜) 村田　晋一 (相模原)

17 9:38 ◎ 西山　昌秀 (座　間) 木﨑　和徳 (横　浜) 梶原　朗世 (鎌　倉) 関根　謙克 (相模原)

18 9:46 ◎ 中田　昌宏 (厚　木) 渡辺孝太郎 (横　浜) 加藤　博範 (相模原) 勝俣　徳士 (横　浜)

◎印の選手はその組の総括責任者です。プレイの進行など全てに責任を持ってお願いします｡

　　　　　　　　　　･後半　　　　　　　　

 

※受付担当委員、前半の方は AM 6：30・後半の方は AM 7:30 までに集合してください。

 　※利用組数が限られているため先着順で受け付けます。1組に満たない場合お断りすることがあります。

【競技参加料】　1,000円( ミーティングを行わないため)　※受付時に徴収します。

【練習ラウンド】　6月15日(火)・16日(水)・17日(木)・18日(金)　

◇この組み合わせは欠場者のあった場合変更することがある。

【担当委員】受付担当･前半：白井　洋之・滝本　幹人

              後半：海老澤　唯・田村　和明

　　　　　　ｽｺｱ集計・前半：大沼　貴史・原　　克宣

　　　　 　　　　　　 後半：飯塚　裕一・萩原　克芳

電話：0460-84-8571(受付は6月4日　午前10時より) ■俱楽部で行っている感染症対策へのご協力をお願いします。

　　※希望者は直接コースへ連絡してください。

★印は「TEAM KANAGAWA」対象選手

　　　　　　電話　0460(84)8571

2021年度　第1回　研修競技会(男子の部)
2021年6月21日(月）

（OUT） （I　N）

　　　　箱根カントリー倶楽部

【プレイ料金】　21,120円（利用税1/2 600円含む）　練習ラウンド：21,880円


