
1 7:30 善方　幸次 (厚　木) 金子　益章 (藤　沢) 山口　正壽 (平　塚) 　 1 7:30 三川　芳江 (愛　川) 広沢　貞子 (逗　子) 数井　美穂 (横　浜B)

2 7:38 橋本　克己 (座　間) 守屋　公雄 (寒　川) 小林　国広 (川　崎B) 2 7:38 柿本　啓子 (葉　山) 渡部　智子 (大　井) 押木　佳子 (茅ヶ崎)

3 7:46 国井　良一 (横　浜B) 本田　栄志 (茅ヶ崎) 八色　雅之 (秦　野) 松本　忠雄 (中　井) 3 7:46 林　由美子 (二　宮) 星野　絵美 (綾　瀬) 梅田　涼子 (秦　野) 濱田　里美 (川　崎B)

4 7:54 加藤　　勲 (相模原A) 市川　房雄 (南足柄) 松本　一夫 (大　磯) 水田　　章 (開　成) 4 7:54 若林喜恵子 (川　崎A) 岸　　明菜 (相模原B) 中山ゆかり (寒　川)

5 8:02 桐田　吉彦 (逗　子) 小峯　希文 (大　井) 田中　和義 (綾　瀬) 吉田　賢一 (相模原B) 5 8:02 原木一二三 (横　浜A) 安達紗央里 (伊勢原) 杉本　和子 (相模原A) 瀬戸　恵子 (座　間)

6 8:10 坂本　孝由 (伊勢原) 一寸木利則 (小田原) 草間　忠博 (三　浦) 舞原　伸二 (横須賀) 6 8:10 松本　香織 (海老名) 鈴木千恵子 (小田原) 実方久美子 (南足柄) 葉山　容子 (平　塚)

7 8:18 濱田　正行 (大　和) 清水愛一郎 (鎌　倉) 千葉　陽庸 (海老名) 小黒　芳男 (横　浜A) 7 8:18 小林　美穂 (鎌　倉) 戸部賀代子 (三　浦) 千葉　妙子 (大　磯) 井上　春美 (藤　沢)

8 8:26 中川　俊次 (川　崎A) 村田　省三 (二　宮) 原田　吉男 (葉　山) 土田　周二 (愛　川) 8 8:26 村瀬てる代 (大　和) 井手久美子 (横須賀) 山本　佳江 (開　成) 橋本　康子 (厚　木)

9 8:50 小野寺利丸 (大　井) 高橋　茂樹 (厚　木) 篠崎　勝則 (大　和) 9 8:50 髙橋　謙司 (藤　沢) 岸本　俊三 (愛　川) 加藤　敏郎 (大　磯)

10 8:58 岡本　好作 (逗　子) 河邊　博和 (藤　沢) 廣澤　幹久 (鎌　倉) 10 8:58 赤羽　　昇 (座　間) 角田　浩康 (葉　山) 西塚　　彰 (逗　子)

11 9:06 中野　浩志 (開　成) 横山喜代春 (平　塚) 鈴木　康之 (海老名) 國分　啓久 (横須賀) 11 9:06 鈴木　圭一 (川　崎B) 山田　　良 (二　宮) 菊地　　学 (綾　瀬) 片野　由次 (相模原A)

12 9:14 喜多　誠一 (大　磯) 岩崎　　明 (座　間) 金子　泰雄 (横　浜A) 大谷裕一郎 (三　浦) 12 9:14 城田　　茂 (茅ヶ崎) 馬場　輝雄 (横　浜A) 石橋　重信 (伊勢原) 塩谷　　勝 (秦　野)

13 9:22 古林　和幸 (南足柄) 福住　　卓 (寒　川) 安木　隆介 (川　崎A) 荷川取正剛 (小田原) 13 9:22 尾上　逸美 (中　井) 清田　　一 (鎌　倉) 岡村　修作 (三　浦) 小池　幸和 (横　浜B)

14 9:30 榎本　幸和 (相模原A) 手島　　豊 (川　崎B) 石井　　優 (二　宮) 皆藤　昌弘 (伊勢原) 14 9:30 神尾　秀久 (南足柄) 山﨑　昭人 (横須賀) 中村　敦史 (大　和) 田中　和夫 (寒　川)

15 9:38 原　　和義 (中　井) 原　　克宣 (横　浜B) 青木　　亨 (葉　山) 義澤　光輝 (相模原B) 15 9:38 小玉　芳之 (開　成) 柳川　　貢 (小田原) 新宅　晴夫 (海老名) 清野　　誠 (平　塚)

16 9:46 天宮　利史 (秦　野) 野村　　昇 (茅ヶ崎) 小原　和久 (愛　川) 厚ヶ瀬　学 (綾　瀬) 16 9:46 湯川　博之 (大　井) 三吉　章雪 (相模原B) 元木　　努 (川　崎A) 島袋　　拓 (厚　木)

17 9:54 松本　浩行 (大　和) 大沼　貴史 (横　浜B) 松本　竜空 (逗　子) 17 9:54 加藤　正基 (鎌　倉) 花山　大輔 (大　井) 稲葉　信孝 (茅ヶ崎)

18 10:02 橋本　明良 (三　浦) 椎谷　敏行 (寒　川) 小嶋　勝美 (大　磯) 佐藤　武男 (葉　山) 18 10:02 髙橋　正樹 (横須賀) 神之田博幸 (開　成) 長島　英樹 (川　崎B) 萩原　昭夫 (愛　川)

19 10:10 塘　　勝哉 (伊勢原) 西田　俊哉 (平　塚) 金子　　清 (相模原A) 西原　浩司 (川　崎A) 19 10:10 田中　弘彰 (小田原) 山崎　雅宏 (南足柄) 曽根　忠和 (座　間) 脇　　康之 (二　宮)

20 10:18 伊澤　純一 (綾　瀬) 田中　栄司 (厚　木) 青木富士夫 (秦　野) 渡辺　敏充 (海老名) 20 10:18 井上　雅彦 (相模原B) 市川　和之 (中　井) 三堀　秀樹 (藤　沢) 大部　一成 (横　浜A)

 

　

県知事杯争奪 allかながわスポーツゲームズ

東1組～8組は55歳以上の部、西１組～8組は女子の部、東西9組～20組は一般。 ◎この組み合わせは欠場者があった場合変更することがある。　競技委員長

神奈川県市町村対抗ゴルフ大会2014 大相模カントリークラブ・東西ｺｰｽ
2014年9月22日(月)
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