
選手名 所属 H C 選手名 所属 H C 選手名 所属 H C 選手名 所属 H C 選手名 所属 H C 選手名 所属 H C 選手名 所属 H C 選手名 所属 H C

1 7:44 魚本　一司 (横　浜)  8.3 廣瀨　治彦 (横　浜) 14.9 金子　亜貴 (横　浜) 15.0 田中　滋二 (横　浜) 10.3 1 7:44 中井　千春 (川　崎) 15.0 秋元眞由美 (横　浜) 18.2 佐々木忠行 (横　浜) 14.5 武藤　規雄 (横　浜) 11.3

2 7:52 西山　好雄 (横　浜) 19.0 小川　孝司 (横　浜) 20.0 森田　　亨 (横　浜) 13.3 志田　雅美 (横　浜) 22.2 2 7:52 長嶋　莉民 (横　浜) 19.3 和田　紘子 (横　浜) 10.1 田原　宙子 (厚　木) 28.9 小泉　由貞 (横　浜) 10.3

3 8:00 片倉　昭彦 (横　浜) 14.4 西根　克紀 (横　浜)  7.8 住田　　稔 (横　浜) 13.3 綴喜　浄昭 (横　浜)  8.0 3 8:00 長瀬　正敏 (横　浜) 18.0 赤間　直之 (横　浜) 16.7 坂本　繁美 (横　浜) 17.8 柴北　治幸 (横　浜) 20.0

4 8:08 御園生芳行 (横　浜) 17.4 湖本　祐司 (横　浜) 20.4 下条　雅人 (藤　沢) 16.3 鉄井　雅博 (横　浜) 14.9

4 8:08 石田哲次郎 (横　浜) 大澤　　茂 (厚　木) 佐々木政一 (大　和) 木ノ内俊英 (茅ケ崎) 　 5 8:16 伊藤　吉輝 (横　浜) 豊田　　学 (横　浜) 佐藤　智治 (横　浜) 鈴木　　純 (相模原)

5 8:16 林　　哲平 (横　浜) 保田　嘉彦 (藤　沢) 古川　恒成 (横　浜) 本多　伸吾 6 8:24 荒井　茂夫 (横　浜) 荒井　益美 柴田　俊子 (横　浜) 上久保雅規

6 8:24 福地　　豊 (横　浜) 飯嶋　泰明 大村　裕司 (横　浜) 川上　昌生 (横　浜) 7 8:32 茅根　義明 (横　浜) 茅根　カヨ 山中　　智 (横　浜) 山中　通子 (横　浜)

7 8:32 難波　一仁 (厚　木) 荻原　　敦 (厚　木) 金和　成洋 (横　浜) 松下　慎一 8 8:40 植村　三枝 (横　浜) 嶋崎　幸恵 (横　浜) 黒澤せつ子 (川　崎) 秋間理恵子 (横須賀)

8 8:48 坂間　一哉 (横　浜) 坂間　達也 永井一二三 (横　浜) 吉田　正樹 9 8:56 井手　秀明 (横　浜) 井手美凪海 晝間　隆広 (横　浜) 松井　えり

9 8:56 福田　幸雄 (横　浜) 山崎　哲平 船越　善之 (横　浜) 松本　　豊 (相模原) 10 9:04 戸田　裕子 (座　間) 森　　陽子 (相模原) 梅沢　隆之 (横　浜) 星山　舞愛

10 9:04 岡﨑　勝美 (横　浜) 金井　英樹 (横　浜) 鈴木　丈二 (横　浜) 阿部　恭邦 (横　浜) 11 9:12 周　　志鴻 (横　浜) 姜　　周弘 佐浦　秀己 (横　浜) 清水　紀彦 (横　浜)

11 9:12 田辺　直孝 (横　浜) 大場　　歓 (横　浜) 岩倉　英雄 (横　浜) 那須伸一郎 12 9:20 飛弾三四郎 (横　浜) 井上　　満 (横　浜) 杉崎　勝廣 (横　浜) 久保寺　実 (横　浜)

12 9:28 阿部　健一 (横　浜) 條　　　聡 (横　浜) 稲葉　　稔 (横　浜) 小林己喜男 13 9:36 阿部　義秋 (横　浜) 磯野　雅広 (横　浜) 伊勢　晃一 (横　浜) 徳島　　茂

13 9:36 小栗　健嗣 (横　浜) 髙橋　健司 (横　浜) 宮澤　　彰 (横　浜) 関野　彰久 14 9:44 野口　兼一 (横　浜) 斉藤　重一 (横　浜) 麻生　喜樹 (横　浜) 吉村　創一 (横　浜)

14 9:44 加嶋　進也 (横　浜) 吉永　真人 山崎　洋平 (横　浜) 垂石　克己 15 9:52 小川　　功 (横　浜) 宮川　二郎 (横　浜) 杉山　貞寛 (横　浜) 錦戸　博美 (横　浜)

15 9:52 斉藤　健治 (横　浜) 田村　和明 (横　浜) 加藤　隆之 (横　浜) 山室　信三 16 10:00 青木　哲也 (茅ケ崎) 菅原　孝康 末吉　　淳 (横　浜) 水井　輝和 (横　浜)

16 10:00 齊藤　陸王 (横　浜) 磯部　宏太 髙橋　眞二 (横　浜) 大西慶一郎 (横　浜) 17 10:08 林　　芳雄 (横　浜) 田中　岳史 篠崎　公一 (横　浜) 畠山　　肇

17 10:08 佐々木　巧 (相模原) 柿澤　洋治 (相模原) 飯田　秀人 (横　浜) 杉本　勝弘

調整時間

※OUTは3組,INは4組目までがアンダーハンデゴルフ競技出場者。

　以降はペア・スクランブルゴルフ出場者。※カッコ内は所属協会。

◎欠場者(欠場チーム)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

（I N）

プレーヤーＡ　所属

調整時間

調整時間

調整時間

「アンダーハンデゴルフ2022」「ペア・スクランブルゴルフ2022」 組み合わせ

2022年12月12日

プレーヤーＡ　所属 プレーヤーＢ　所属 プレーヤーＡ　所属 プレーヤーＢ　所属

（OUT）

（I N）

　本厚木カンツリークラブ

◆ペア・スクランブルゴルフ

◆アンダーハンデゴルフ

プレーヤーＡ　所属 プレーヤーＢ　所属プレーヤーＢ　所属

（OUT）


