
① 7:30 ◎ 石井　博久 (横　浜) 前田　房夫 (相模原) 山本　恭太 (大　和) 　 ① 7:30 ◎ 井上　雅彦 (相模原) 米田　　辿 (横　浜) 善方　幸次 (厚　木)

② 7:38 ◎ 塘　　勝哉 (伊勢原) 杉崎　勝廣 (横　浜) 樋口　哲夫 (横　浜) ② 7:38 ◎ 末吉　　淳 (横　浜) 花吉　精一 (相模原) 曽根　忠和 (座　間) 長谷川雄幸 (横　浜)

③ 7:46 ◎ 矢部　輝雄 (大　磯) 宇田川　清 (横須賀) 佐々木政一 (大　和) 佐々木龍二 (横　浜) ③ 7:46 ◎ 萩原　克芳 (横　浜) 橋本　訓志 (横　浜) 菅原　幸喜 (横　浜) 武藏　圭太 (藤　沢)

④ 7:54 ◎ 小山　進一 (横　浜) 田村　和明 (横　浜) 及川　克彦 (藤　沢) 山田　史顕 (横　浜) ④ 7:54 ◎ 中村　勝郁 (平　塚) 栗原　英樹 (大　和) 大鴈丸正人 (茅ケ崎) 簑島　利文 (大　磯)

⑤ 8:02 ◎ 丹野　富壽 (大　和) 安齊　雅之 (川　崎) 柳下　俊明 (横　浜) 小林　兼久 (横　浜) ⑤ 8:02 ◎ 佐藤　光介 (横須賀) 岸　　雄三 (横　浜) 長谷川太郎 (鎌　倉) 藤本　和大 (川　崎)

⑥ 8:10 ◎ 三堀　浩司 (横　浜) 猪股　英昭 (横　浜) 山ノ上利充 (鎌　倉) 伊澤　純一 (綾　瀬) ⑥ 8:10 ◎ 平戸　進二 (厚　木) 石川　喜一 (茅ケ崎) 明石　太郎 (藤　沢) 忍足　　肇 (大　和)

⑦ 8:18 ◎ 秋元　嘉夫 (横　浜) 小野寺利丸 (大　井) 清野　　誠 (平　塚) 川渕　秀徳 (横　浜) ⑦ 8:18 ◎ 坪井　浩一 (相模原) 井上　信明 (藤　沢) 金子　智洋 (秦　野) 中川　俊次 (川　崎)

⑧ 8:26 ◎ 中田　昌宏 (厚　木) 田中　耕介 (横　浜) 土志田誠治 (横　浜) 土生　信吾 (相模原) ⑧ 8:26 ◎ 河邊　博和 (藤　沢) 吉田　健次 (横　浜) 小宮　康彦 (大　和) 田村　　巌 (横　浜)

⑨ 8:34 ◎ 小黒　芳男 (横　浜) 原　　敏之 (横須賀) 片野　由次 (相模原) 谷口　　徹 (横　浜) ⑨ 8:34 ◎ 船田　　豊 (横　浜) 小松　昭人 (大　和) 籠手田安朗 (横　浜) 紙透　孝文 (横　浜)

⑩ 8:42 ◎ 飯塚　裕一 (横　浜) 水野　義隆 (大　和) 山口　健太 (秦　野) 綱島　保典 (横　浜) ⑩ 8:42 ◎ 鹿島　康裕 (相模原) 山﨑　洋介 (茅ケ崎) 萩原　新吾 (厚　木) 相馬　賢一 (横須賀)

⑪ 8:50 ◎ 厚ヶ瀬　学 (綾　瀬) 関　　晴樹 (横　浜) 元木　　努 (川　崎) 櫻井　貞昭 (横　浜) ⑪ 8:50 ◎ 原　　克宣 (横　浜) 榎本　幸和 (相模原) 城田　　茂 (茅ケ崎) 晝間　隆広 (横　浜)

⑫ 8:58 ◎ 小荒井秀晃 (綾　瀬) 風間　智行 (横　浜) 篠崎　勝則 (大　和) 小原　　淳 (横　浜) ⑫ 8:58 ◎ 土方　清貴 (横　浜) 本田　栄志 (茅ケ崎) 前川　健司 (大　和) 岩崎　　明 (座　間)

⑬ 9:06 ◎ 野田健二朗 (横　浜) 田村　浩一 (川　崎) 石田哲次郎 (横　浜) 岩橋　史弥 (横　浜) ⑬ 9:06 ◎ 佐藤　幸浩 (横　浜) 磯崎　　学 (鎌　倉) 蒲谷　正夫 (横　浜) 杉本　智文 (相模原)

⑭ 9:14 ◎ 関口　洋一 (横　浜) 斉藤　　光 (三　浦) 義澤　秀雄 (相模原) 成松光一郎 (横　浜) ⑭ 9:14 ◎ 佐々木　巧 (相模原) 白井　洋之 (川　崎) 斉藤　　猛 (三　浦) 島路　清惠 (横　浜)

⑮ 9:22 ◎ 高槻　啓太 (藤　沢) 新倉　浩二 (綾　瀬) 二ツ森義一 (横　浜) 今井　喜平 (相模原)

【担当委員】　受付  前半：櫻井　貞昭・原　　克宣

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※大会日プレイ料金：16,170円(消費税込・飲食代は別途)

11月4日(火)・5日(水)・6日(木)・7日(金)　※練習日プレイ料金：16,570円(消費税込・飲食代は別途)

　　　 受付　後半：関口　洋一・佐々木　巧

　　　 　　　　スコア集計：前田　房夫・米田　　辿

※練習ラウンド希望者はゴルフ協会へご連絡ください。(電話 045-680-5622)

　(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)

平成26年度　第4回　研修競技会(男子の部)　

 OUT  I N
2014年11月10日(月)　本厚木CC

　※受付前半担当委員の方は、AM 6：30(後半は7：30) までにご集合ください。

◎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｡

※参加費3,000円は当日受付で徴収します。

◇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。　


