
① 7:51 ◎ 森田　隆昭 (横　浜) 明石　太郎 (藤　沢) 柳下　俊明 (横　浜) 井上　雅彦 (相模原) 　 ① 7:51 ◎ 中川　正弘 (横　浜) 萩原　則之 (横　浜) 上中　康則 (鎌　倉) 片野　由次 (相模原)

② 7:58 ◎ 小林　孔一 (横　浜) 飯野　義則 (川　崎) 二ツ森義一 (横　浜) 山下　照正 (相模原) ② 7:58 ◎ 松本　雄希 (横　浜) 鈴木　丈二 (横　浜) 馬場　正徳 (横　浜) 村松　昇二 (藤　沢)

③ 8:05 ◎ 内村　淳也 (相模原) 田村　和明 (横　浜) 志渡　智宏 (茅ケ崎) 新山　洋幸 (横　浜) ③ 8:05 ◎ 鶴薗　弘明 (横　浜) 塩谷　孝光 (相模原) 冨田　喜栄 (藤　沢) 髙井　　勝 (小田原)

④ 8:12 ◎ 中田　昌宏 (厚　木) 荻窪　浩司 (大　和) 畑野　雅之 (相模原) 遠山　武志 (横　浜) ④ 8:12 ◎ 三ツ井雅貴 (横　浜) 嶋﨑　太一 (横　浜) 三吉　章雪 (相模原) 今西　義和 (横　浜)

⑤ 8:19 ◎ 野手　和巳 (逗　子) 土方　清貴 (横　浜) 山中　　尚 (相模原) 別所　義人 (大　和) ⑤ 8:19 ◎ 清野　　誠 (平　塚) 古川　大輔 (横　浜) 佐々木敏行 (横　浜) 杉山　倫久 (藤　沢)

⑥ 8:26 ◎ 平山　俊夫 (横　浜) 尾上　博治 (大　磯) 臼井　正人 (大　和) 山田　俊広 (相模原) ⑥ 8:26 ◎ 中川　利浩 (横　浜) 中嶋　寿雄 (横　浜) 栗原　英樹 (大　和) 鈴木　佳人 (海老名)

⑦ 8:33 ◎ 黒川　　茂 (川　崎) 南　　義隆 (大　和) 松澤　昌人 (川　崎) 目黒　健太 (横　浜) ⑦ 8:33 ◎ 廣瀬　信行 (横　浜) 中田　丈晴 (横　浜) 比留間育洋 (横　浜) 原　　克宣 (横　浜)

⑧ 8:40 ◎ 三田　春樹 (厚　木) 村田　崇臣 (座　間) 三浦　啓之 (伊勢原) 田城　　亨 (横　浜) ⑧ 8:40 ◎ 坪井　浩一 (相模原) 藤井　庸史 (横　浜) 吉村亜東司 (川　崎) 勝俣　徳士 (横　浜)

⑨ 8:47 ◎ 髙梨　孝司 (相模原) 谷口　　徹 (横　浜) ★飯塚　裕一 (横　浜) 丹野　隆幸 (鎌　倉) ⑨ 8:47 ◎ 吉田　健次 (横　浜) 細谷賢一朗 (相模原) 怒谷　直志 (横　浜) 森　　誠司 (横　浜)

⑩ 8:54 ◎ 岩崎　　明 (座　間) 川底慎一郎 (平　塚) 花吉　精一 (相模原) 我妻　勝己 (相模原) ⑩ 8:54 ◎ 成松光一郎 (横　浜) 武藏　圭太 (藤　沢) 武松　将寛 (大　井) 中村由一郎 (横　浜)

⑪ 9:01 ◎ 大沼　貴史 (横　浜) ★進藤　　巧 (横　浜) 務台　英雄 (横　浜) 飯島　雄介 (横　浜) ⑪ 9:01 ◎ ★風間　智行 (横　浜) 簑島　利文 (大　磯) 大鴈丸正人 (茅ケ崎) 佐居　承緒 (横　浜)

⑫ 9:08 ◎ 中村　勝一 (川　崎) 佐藤　秀樹 (横　浜) 湯山　賢祐 (横　浜) 市川　兆治 (横　浜) ⑫ 9:08 ◎ 海老澤　唯 (横　浜) 青山　賢一 (横　浜) 元木　　努 (川　崎) 晝間　秀計 (横　浜)

⑬ 9:15 ◎ 長嶋　　実 (横　浜) 篠崎　勝則 (大　和) 森　　大輔 (伊勢原) 清水　　工 (川　崎) ⑬ 9:15 ◎ 白井　洋之 (川　崎) ★岩橋　史弥 (横　浜) 永井　英輔 (横　浜) 小野田　聡 (平　塚)

⑭ 9:22 ◎ 小野寺利丸 (大　井) 高柳　淳孝 (横須賀) 保住　朋之 (藤　沢) 倉橋　学滋 (藤　沢) ⑭ 9:22 ◎ 久保谷和明 (秦　野) 平本　隼人 (相模原) 今井　　潤 (横　浜) 谷内三千夫 (川　崎)

⑮ 9:29 ◎ 義澤　秀雄 (相模原) 萩原　克芳 (横　浜) 矢ケ﨑隆夫 (鎌　倉) 佐藤　幸浩 (横　浜) ⑮ 9:29 ◎ 待合　勇史 (藤　沢) 小林　兼久 (横　浜) 山影　弘嗣 (相模原) 天野　仙志 (横　浜)

⑯ 9:36 ◎ 大部　一成 (横　浜) 斎藤　崇人 (川　崎) 中村洋一郎 (横　浜) 谷口　信輝 (横　浜) ⑯ 9:36 ◎ 富田　光洋 (平　塚) 中里　匡良 (相模原) 石川　重人 (横　浜) 関根　政英 (横　浜)

⑰ 9:43 ◎ 尾西　博樹 (藤　沢) 鹿島　康裕 (相模原) 山口　健太 (厚　木) 齊木　和紀 (横　浜) ⑰ 9:43 ◎ 高山　正二 (横　浜) 吉川　裕治 (愛　川) ★松田　永浩 (海老名) 橋本　訓志 (横　浜)

⑱ 9:50 ◎ 山﨑　洋介 (茅ケ崎) 金子　宏治 (相模原) 村尾　優一 (横　浜) 岩田　和広 (横　浜) ⑱ 9:50 ◎ 朝見　賢光 (相模原) 竹内　浩典 (横　浜) 山本　　充 (横　浜) 曽根　忠和 (座　間)

⑲ 9:57 ◎ ★馬場　輝雄 (横　浜) 紙透　孝文 (横　浜) 保竹　純一 (横　浜) 塩谷　　勝 (秦　野)

⑳ 10:04 ◎ 及川　克彦 (藤　沢) 中川洋一郎 (横　浜) 臼杵　靖晃 (横　浜) 中村　勝郁 (平　塚)

◎印の選手はプレイの進行など全てに責任を持ってお願いします｡

戸塚カントリー倶楽部のご厚意により 【担当委員】　受 付 前半：岩崎　　明・武蔵　圭太

競技日当日　1Ｒﾌﾟﾚｲﾌｨ-：20,940円　消費税込み、飲食費は別途 　　　　　　　 受 付 後半：齊木　和紀・吉川　裕治

※参加費1,000円は当日受付で徴収します。  　　　　　　 　ｽｺｱ集計前半 :森田　隆昭・萩原　則之

　　　　　　 　ｽｺｱ集計後半 :怒谷　直志・谷口　　徹

※希望者は事務局宛てに至急ご連絡ください(先着順)

※指定練習日: 7月21日(水)    指定練習日プレイ代は21,770円(3Bの場合,差額が発生します)

　℡：045-680-5621(申込み人数が1組に満たない場合お断りすることがあります)

　　　　　　※受付前半担当委員の方は、AM　6：30、後半は8：00　までにご集合ください。

2021年度　第2回　研修競技会　
2021年7月28日(水)　戸塚CC・西

OUT  IN

★印は「TEAM KANAGAWA」対象選手

◇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。


