
1 7:30 野村　　昇 (茅ケ崎) 岩田　和広 (横　浜) 古谷　侑大 (茅ケ崎) 　 1 7:30 古川　正美 (横　浜) 富松　和彦 (横　浜) 小松　拓夢 (横　浜)

2 7:38 髙瀬幸史郎 (横　浜) 大谷　規雄 (横　浜) 塚田　敏宣 (鎌　倉) 佐藤　雄紀 (横　浜) 2 7:38 髙野　　尚 (横　浜) 小柳　式夫 (横　浜) 福澤　　潤 (横　浜) 工藤　　桂 (横　浜)

3 7:46 永田　邦春 (横　浜) 村松　昇二 (藤　沢) 福脇　喜広 (横　浜) 坂本　賢一 (横　浜) 3 7:46 鈴木健太郎 (横　浜) 福田　　弘 (横　浜) 落合　盛公 (横　浜) 秋元　竜也 (横　浜)

4 7:54 吉原　　実 (横　浜) 松井　孝澄 (横　浜) 金子　敏文 (横　浜) 土門　雄孝 (横　浜) 4 7:54 髙畑　敏克 (横　浜) 大嶋　　修 (横　浜) 倉津　真二 (藤　沢) 柴北　昌義 (川　崎)

5 8:02 水上　　将 (横　浜) 手塚　聖一 (横　浜) 新実　大輔 (横　浜) 舩橋　　海 (逗　子) 5 8:02 高見澤　勉 (横　浜) 鈴木　佳香 (横　浜) 大城　慶正 (横　浜) 金井　孝市 (横　浜)

6 8:10 青柳　勝美 (横　浜) 今井　千春 (相模原) 鶴迫　隆一 (横須賀) 怒谷　直志 (横　浜) 6 8:10 中山　一平 (横　浜) 山手　慎二 (横　浜) 林　　哲也 (大　和) 浅野　浩司 (横　浜)

7 8:18 鷲田　修自 (横　浜) 住田　　稔 (横　浜) 花吉　精一 (相模原) 乾　　明洋 (横　浜) 7 8:18 松嶋　和己 (相模原) 石黒　裕昭 (横　浜) 小袋　光一 (川　崎) 岡部　寛之 (横　浜)

8 8:26 荻窪　成彦 (横　浜) 門脇　智也 (川　崎) 中田　丈晴 (横　浜) 庄司　英一 (横　浜) 8 8:26 板垣　庄治 (横　浜) 古川　恒成 (横　浜) 清水　良史 (横　浜) 須山　　亮 (横　浜)

9 8:34 岩下　友親 (茅ケ崎) 阿部　和弘 (茅ケ崎) 久保田　孝 (横須賀) 植木　一郎 (横　浜) 9 8:34 髙橋　　進 (藤　沢) 地頭薗二彦 (横　浜) 近藤　　晃 (横　浜) 福田　　敞 (横　浜)

10 8:42 馬場　正徳 (横　浜) 相内　政義 (横　浜) 高泉　広明 (大　和) 池田　　仁 (大　和) 10 8:42 條　　　聡 (横　浜) 廣田　虎治 (横　浜) 渡辺　善明 (藤　沢) 神戸　　敦 (鎌　倉)

11 8:50 鮫島　　均 (川　崎) 鈴木　　明 (川　崎) 平山　俊夫 (横　浜) 椿　　克夫 (海老名) 11 8:50 野堀　久司 (川　崎) 細矢　雅光 (川　崎) 根本　　宏 (川　崎) 上田　一郎 (川　崎)

12 8:58 佐藤　五郎 (藤　沢) 小泉　由貞 (横　浜) 伊藤　　茂 (相模原) 山本　英一 (横　浜) 12 8:58 五十嵐利雄 (小田原) 木水　　守 (横　浜) 横溝　越矢 (秦　野) 青木　　優 (海老名)

13 9:06 野嵜　榮一 (藤　沢) 香川　享洋 (横　浜) 平田　芳治 (藤　沢) 中村　修一 (厚　木) 13 9:06 小石　陽一 (横　浜) 織田　謙二 (横　浜) 木﨑　和徳 (横　浜) 谷口　　徹 (横　浜)

14 9:14 鹿野　道夫 (逗　子) 村田　清春 (横　浜) 今井　喜一 (横　浜) 加賀谷　真 (横　浜) 14 9:14 由井　一嘉 (横　浜) 小杉　隆一 (横　浜) 新迫　和宏 (横　浜) 武藤　信人 (平　塚)

15 9:22 兒玉　守夫 (横　浜) 石渡　昌史 (川　崎) 鞍田　哲士 (鎌　倉) 松本　康範 (横　浜) 15 9:22 梶　　　毅 (厚　木) 野口　正男 (横　浜) 濱村　裕之 (横　浜) 斉藤　健治 (横　浜)

16 9:30 福島　保男 (横　浜) 明間　　実 (横　浜) 井上　厚司 (横　浜) 中西　純也 (横須賀) 16 9:30 渡邉　直孝 (横　浜) 中務　勝将 (藤　沢) 原田　健太 (横　浜) 河野　康由 (横　浜)

17 9:38 赤木　　勝 (川　崎) 大城　吉弘 (横　浜) 中村　　健 (横　浜) 小林　豊明 (相模原) 17 9:38 谷口　昌利 (横　浜) 榎本　善重 (平　塚) 三浦　裕勝 (横須賀) 小澤　岳彦 (横　浜)

18 9:46 渡辺ユタカ (横　浜) 西澤優一郎 (川　崎) 谷口　大介 (横　浜) 戸張　尚明 (川　崎) 18 9:46 松元　正秀 (横　浜) 久保井　実 (鎌　倉) 二宮　忠雄 (横　浜) 小泉　　公 (横　浜)

19 9:54 佐藤　直基 (川　崎) 永峯　重雄 (横　浜) 岡本　誠一 (横　浜) 飯島　　顕 (横　浜) 19 9:54 尾渕　浩一 (横　浜) 目黒　　一 (横　浜) 竹本　篤司 (大　和) 蓮　　大祐 (相模原)

20 10:02 阿部　宜幸 (横　浜) 大和　　寛 (川　崎) 竹中　章二 (横須賀) 西村　　学 (横　浜) 20 10:02 滝口　裕一 (鎌　倉) 千葉　　良 (大　和) 庄司　弘幸 (横　浜) 荒木　廣生 (横　浜)

21 10:10 会田　達男 (横　浜) 加藤　　勉 (川　崎) 吉田　敏也 (横須賀) 黄野　泰雄 (横　浜) 21 10:10 大日向　明 (小田原) 岩﨑　清一 (大　和) 秋山　貴司 (横　浜) 山田　智幸 (三　浦)

22 10:18 髙木　敬平 (相模原) 安齊　雅之 (川　崎) 嶋崎　良泰 (厚　木) 牧野　一弘 (川　崎) 22 10:18 今　　　斉 (川　崎) 成田　義洋 (横　浜) 植竹　丈二 (横　浜) 八木下良近 (横　浜)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

予選第1会場　　戸塚ＣＣ西コース 組み合わせ　

（OUT） （I N） 4月1日（水）



（OUT） （I N）

1 7:30 豊田　　学 (横　浜) 佐藤　　仁 (横須賀) 谷口　信輝 (横　浜) 平本　世中 (相模原) 　 1 7:30 臼井　将男 (横須賀) 小荒井秀晃 (綾　瀬) 菊地　正之 (横須賀) 渡辺　慶一 (横須賀)

2 7:38 冨樫　五郎 (茅ケ崎) 磯崎　　学 (鎌　倉) 鈴木　英文 (葉　山) 植田　明徳 (横　浜) 2 7:38 齋藤　　睦 (相模原) 茂木　孝行 (横　浜) 塩谷　　篤 (横　浜) 山口　　貴 (横須賀)

3 7:46 増田　正春 (横須賀) 小島　映博 (横　浜) 河井　泰夫 (横　浜) 関　　駿斗 (横　浜) 3 7:46 今福　誉人 (横　浜) 宗川圭一郎 (横　浜) 伊藤　健次 (鎌　倉) 三上賢太郎 (横須賀)

4 7:54 石川　重人 (横　浜) 遠藤　英昭 (横須賀) 石井　節雄 (横　浜) 金子　辰雄 (逗　子) 4 7:54 義澤　　彰 (相模原) 篠原　良道 (横　浜) 長谷川　博 (三　浦) 髙田　健太 (横　浜)

5 8:02 黒柳　力丸 (横　浜) 鈴木　邦紀 (横　浜) 篠原　　聡 (横須賀) 菊嶋　勇次 (横　浜) 5 8:02 槇本　雅人 (川　崎) 梶ヶ谷孝宏 (横須賀) 長島　良彰 (横　浜) 入江　久則 (横　浜)

6 8:10 岩本　　要 (相模原) 門傳　孝志 (横　浜) 賀川　啓明 (海老名) 仲佐　翔吾 (鎌　倉) 6 8:10 谷口　慎二 (横須賀) 小巻　和久 (逗　子) 布施　勝雄 (横　浜) 横溝　　勉 (秦　野)

7 8:18 石澤　昭信 (海老名) 三浦　昌幸 (横　浜) 宇田川　清 (横須賀) 笠井　俊吾 (川　崎) 7 8:18 山田　真吾 (横　浜) 諸岡　哲也 (茅ケ崎) 平本　徳秀 (相模原) 品本　　優 (鎌　倉)

8 8:26 相馬　賢一 (横須賀) 戸枝　俊介 (横須賀) 石野　雄介 (平　塚) 大平　裕一 (横　浜) 8 8:26 舞原　伸二 (横須賀) 板野　右志 (横　浜) 斉藤　　猛 (三　浦) 森　　誠司 (横　浜)

9 8:34 多田　吉明 (横　浜) 松本　　登 (横須賀) 古川　章仁 (横　浜) 針生　達也 (横　浜) 9 8:34 中川洋一郎 (横　浜) 山口　貴之 (横須賀) 田中　　勲 (横須賀) 長谷川昌一 (横　浜)

10 8:42 小原　貴晴 (横　浜) 佐々木敏行 (横　浜) 平田　健二 (横須賀) 杉本　知英 (横　浜) 10 8:42 大林　寿寛 (横　浜) 佐藤　弘章 (横　浜) 川口　忠義 (横　浜) 関沢　　智 (横須賀)

11 8:50 佐藤　光介 (横須賀) 國分　啓久 (横須賀) 上原　順朗 (横須賀) 大久保修美 (横　浜) 11 8:50 福永　義弘 (横　浜) 白山　敬二 (横　浜) 笹田　照至 (横　浜) 松本　竜空 (逗　子)

12 8:58 大井　輝正 (三　浦) 藤井　正明 (鎌　倉) 小宮　太一 (横須賀) 髙橋日出雄 (横　浜) 12 8:58 丹野　正義 (横　浜) 天野　聖児 (川　崎) 森谷　康平 (横　浜) 丸峯　　智 (横須賀)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

予選第2会場 　葉山国際ＣＣﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｰｽ　組み合わせ　

4月3日（金）



（OUT） （I N）

1 7:30 柳澤　達哉 (横　浜) 小林　正尚 (平　塚) 庭野　正之 (横　浜) 　 1 7:30 風巻　成行 (横　浜) 五明　鉄也 (横　浜) 今村　俊介 (横　浜)

2 7:38 海老澤　唯 (横　浜) 升方　　孝 (横須賀) 稲　　弘樹 (横　浜) 高星　吉洋 (平　塚) 2 7:38 亀ケ谷　修 (川　崎) 坪井　洋成 (横　浜) 中村　直樹 (川　崎)

3 7:46 山口　愼一 (小田原) 四釜　　実 (横　浜) 堀内　正之 (小田原) 服部　洋一 (横　浜) 3 7:46 仲野　真一 (相模原) 髙田　賢一 (横　浜) 後藤　哲志 (厚　木) 長嶋　嵩晶 (高ゴ連)

4 7:54 山本　博昭 (横　浜) 小島　光喜 (横　浜) 佐藤　眞一 (小田原) 菅原　善一 (横　浜) 4 7:54 齊藤　靖史 (横　浜) 山根　啓嗣 (横　浜) 井上雄二朗 (大　磯) 仲山　国光 (綾　瀬)

5 8:02 渡部　　順 (鎌　倉) 石渡　　巨 (川　崎) 阿戸　利行 (横　浜) 小澤　友也 (平　塚) 5 8:02 橋本　光雄 (横　浜) 中澤　久也 (横　浜) 池谷　　聡 (横　浜) 遠藤　尚毅 (川　崎)

6 8:10 瀬戸　千尋 (寒　川) 松本　浩平 (横　浜) 小山　謙二 (座　間) 近藤　直紀 (横　浜) 6 8:10 小野　　隆 (平　塚) 田沼　貴彦 (川　崎) 永井　拓巳 (綾　瀬) 佐藤　由季 (横須賀)

7 8:18 長田　　晃 (横　浜) 印南　一路 (茅ケ崎) 勝瀬　大地 (横　浜) 佐々木弘幸 (横　浜) 7 8:18 佐藤　政弘 (秦　野) 伊藤　武宏 (藤　沢) 二宮　和昭 (平　塚) 杉山　　昇 (横　浜)

8 8:26 山本　賢一 (川　崎) 河村　剛至 (横　浜) 林　　　誠 (藤　沢) 飯塚　　悟 (横　浜) 8 8:26 伊藤　直樹 (横　浜) 海老澤健次 (横　浜) 鈴木　慎三 (愛　川) 久保寺直也 (横　浜)

9 8:34 金城　弘和 (横　浜) 亀井　一成 (横　浜) 徳田　輝夫 (小田原) 伊藤　佑樹 (横　浜) 9 8:34 山木　和人 (横　浜) 米田　健二 (座　間) 山本　　始 (相模原) 中野　多聞 (相模原)

10 8:42 三原　光一 (横　浜) 髙梨　孝司 (相模原) 太田　　敬 (横　浜) 角家　富幸 (横　浜) 10 8:42 遠藤　優太 (横　浜) 石川　壽彦 (横　浜) 金子　達哉 (秦　野) 田村　将人 (横　浜)

11 8:50 田川　美道 (横　浜) 伊藤　秀樹 (南足柄) 堂添裕太郎 (大　磯) 佐々木幸弘 (横　浜) 11 8:50 豊福　三男 (横　浜) 唐橋　祐次 (座　間) 菊池　弘平 (大　和) 石丸　博久 (平　塚)

12 8:58 石川　秀人 (横　浜) 菅野　元美 (横　浜) 三谷　航平 (川　崎) 鈴木　敏明 (横　浜) 12 8:58 徳嶽　政暁 (平　塚) 谷　　　淳 (松　田) 津郷　隆文 (横　浜) 鈴木　隆晴 (横　浜)

13 9:06 世古　祐飛 (平　塚) 有馬　孝広 (横　浜) 齊藤　正紀 (小田原) 安西圭一郎 (相模原) 13 9:06 石田　一昭 (厚　木) 坪井　知也 (横　浜) 川西　竜介 (横　浜) 湯川　一晃 (秦　野)

14 9:14 大西慶一郎 (横　浜) 吉田　　章 (横　浜) 鈴木　清一 (横　浜) 千北　嘉太 (松　田) 14 9:14 森田　隆昭 (横　浜) 髙橋　大輔 (川　崎) 伊藤　誠一 (秦　野) 菅原宗一郎 (茅ケ崎)

15 9:22 小宮　康彦 (大　和) 奥村　裕一 (秦　野) 中野信太郎 (横　浜) 河原　伸光 (横　浜) 15 9:22 久保寺友哉 (横　浜) 阿部　隆弘 (横須賀) 村上　好生 (横　浜) 湯浅　徹郎 (大　磯)

16 9:30 伊原　大起 (逗　子) 遠藤　智巳 (綾　瀬) 濵　　勝則 (横　浜) 出水田裕輝 (川　崎) 16 9:30 金子　　勝 (小田原) 長瀬　優二 (横　浜) 吉田　智史 (秦　野) 山縣　博士 (横　浜)

17 9:38 稲葉　敬弘 (横須賀) 小倉　幸也 (三　浦) 山本　宏明 (平　塚) 谷村　拓哉 (高ゴ連) 17 9:38 長谷川隆幸 (秦　野) 高山　正二 (横　浜) 堀内　史郎 (川　崎) 森山　桂汰 (高ゴ連)

18 9:46 森　　大輔 (伊勢原) 中山　文男 (寒　川) 西山　穂高 (小田原) 澤田　昌志 (横　浜) 18 9:46 内田　貞仁 (茅ケ崎) 片桐　信也 (横　浜) 谷内三千夫 (川　崎) 平元　信久 (横　浜)

19 9:54 齋藤　　剛 (横　浜) 豊島　昭王 (綾　瀬) 小倉　政也 (三　浦) 尾野　武司 (高ゴ連) 19 9:54 萩原　　隆 (海老名) 足立　洋介 (横　浜) 吉田　健次 (横　浜) 堤　　星也 (高ゴ連)

20 10:02 萩原　常康 (平　塚) 大野　　聡 (横　浜) 稲垣　善雄 (横　浜) 飛鳥井正仁 (厚　木) 20 10:02 勝俣　徳士 (横　浜) 生　　和男 (横　浜) 青木　洋光 (小田原) 伊藤　　亮 (藤　沢)

21 10:10 青島　　順 (平　塚) 金子　雅之 (横　浜) 清水　敏正 (横　浜) 竹本　　稔 (川　崎)

予選第3会場　　レインボーＣＣ 組み合わせ　

4月6日（月）

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長



（OUT） （I N）

1 7:30 秦　　秀行 (相模原) 永松　由行 (川　崎) 田中　偉夫 (横　浜) 　 1 7:30 塩谷　孝光 (相模原) 端山　正明 (藤　沢) 金木　拓弥 (横　浜) 深尾　健太 (横　浜)

2 7:38 秋田　芳樹 (横　浜) 諸星　道治 (秦　野) 石川　謙二 (厚　木) 原　　恒司 (中　井) 2 7:38 西山　大策 (平　塚) 米川　　進 (平　塚) 宮内　志栄 (横　浜) 山本　大樹 (横　浜)

3 7:46 和泉　　満 (横　浜) 髙見　　勉 (相模原) 板山　俊宏 (横　浜) 遠藤　良幸 (真　鶴) 3 7:46 新井田尚弘 (茅ケ崎) 磯﨑　　浩 (小田原) 金子　智洋 (秦　野) 関口　雅也 (相模原)

4 7:54 丁野　　篤 (藤　沢) 近藤　素義 (横　浜) 山口　哲郎 (横　浜) 富田　哲朗 (横　浜) 4 7:54 鈴木　　修 (横　浜) 金子　寿彰 (横須賀) 渋谷　元久 (大　井) 柴田　政二 (横　浜)

5 8:02 原田　育寛 (横　浜) 小野寺隆之 (藤　沢) 井上　淳一 (横　浜) 菅原進太郎 (茅ケ崎) 5 8:02 八原　正行 (小田原) 土志田誠治 (横　浜) 小島　郁夫 (鎌　倉) 三野　貴司 (茅ケ崎)

6 8:10 松原　伸夫 (横　浜) 岩波　　正 (平　塚) 椎名　謙太 (寒　川) 土肥　和芳 (横　浜) 6 8:10 吉村　一利 (相模原) 柿島　隆浩 (横須賀) 堤　　優光 (横　浜) 金沢　智裕 (横　浜)

7 8:18 遠藤　正浩 (横　浜) 髙井　　勝 (小田原) 大井　　聡 (大　磯) 西村　譲二 (藤　沢) 7 8:18 相原　　薫 (藤　沢) 川野　一豊 (相模原) 椎葉　一弘 (川　崎) 大嶋　　篤 (川　崎)

8 8:26 石井　　知 (相模原) 三上　龍彦 (横　浜) 大石　幹雄 (横　浜) 榎本　貴之 (秦　野) 8 8:26 髙久　幸二 (大　井) 近藤　基明 (厚　木) 小菅　崇宏 (秦　野) 高橋　一也 (秦　野)

9 8:34 山﨑　睦文 (相模原) 内尾　忠臣 (厚　木) 石塚　龍一 (秦　野) 深澤　功一 (大　井) 9 8:34 林　　哲也 (平　塚) 諸星　　進 (秦　野) 稲毛　直也 (秦　野) 松井　　理 (秦　野)

10 8:42 小松　尚久 (厚　木) 大鴈丸正人 (茅ケ崎) 矢津田　慎 (秦　野) 岡崎　省吾 (平　塚) 10 8:42 小杉　智映 (横　浜) 小池　浩二 (横　浜) 熊澤祐一郎 (小田原) 橋本　宗茂 (葉　山)

11 8:50 大谷　　隆 (川　崎) 田中　亮司 (相模原) 青木　茂昭 (小田原) 内藤　基博 (平　塚) 11 8:50 千北　光仁 (松　田) 岡﨑　祐二 (厚　木) 金岡　秀行 (秦　野) 髙久　和也 (小田原)

12 8:58 義見　康介 (相模原) 工藤　幸彦 (横須賀) 田中　　均 (小田原) 尾﨑　　宏 (厚　木) 12 8:58 鮫島　康紀 (大　和) 竹島　　大 (茅ケ崎) 渡辺　龍尾 (秦　野) 平　　宗誓 (相模原)

13 9:06 萩原　克芳 (横　浜) 菅原　一朗 (茅ケ崎) 武石　康裕 (藤　沢) 秋山　　努 (横　浜) 13 9:06 山口　正壽 (平　塚) 森谷　義和 (伊勢原) 加賀田周作 (川　崎) 髙井　朋典 (大　和)

14 9:14 櫻井　崇路 (秦　野) 石川　忠之 (箱　根) 松永慎一郎 (横　浜) 永井　　聡 (横　浜) 14 9:14 鹿野　直也 (横　浜) 山内　敦詞 (茅ケ崎) 中田　昌宏 (厚　木) 坂間　昭成 (秦　野)

15 9:22 森本　茂雄 (横　浜) 渡邊　茂男 (横　浜) 宮内　宏範 (葉　山) 小池　祥太 (横　浜) 15 9:22 黒田　純博 (秦　野) 森田　正志 (鎌　倉) 菅原　道男 (横　浜) 保住　朋之 (藤　沢)

16 9:30 神尾　秀久 (南足柄) 小林　拓哉 (横　浜) 中嶋　智重 (横　浜) 大野　良将 (横須賀) 16 9:30 佐々木康夫 (横　浜) 田中　義典 (藤　沢) 杉山　倫久 (藤　沢) 髙橋　　悠 (横　浜)

17 9:38 渡辺　基成 (横　浜) 丹治　康雄 (相模原) 松元　良久 (大　磯) 川崎　公太 (横　浜) 17 9:38 中和　信治 (綾　瀬) 石島　鉄也 (箱　根) 岸　　雄三 (横　浜) 鈴木　正記 (相模原)

18 9:46 荷川取正剛 (小田原) 橋爪健太郎 (藤　沢) 三好　和昭 (厚　木) 高見　　聡 (秦　野)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

予選第4会場　富士屋ホテル仙石ＧＣ　組み合わせ　

4月8日（水）



（OUT） （I N）

1 7:30 入江　裕二 (横　浜) 松原　泰濟 (中　井) 前田　健三 (横　浜) 　 1 7:30 飛田　正吉 (横　浜) 中島　　篤 (大　和) 須藤　雅喜 (横　浜)

2 7:38 小島　哲志 (海老名) 荒原　光春 (横　浜) 小椋　成起 (横　浜) 塩島　正隆 (綾　瀬) 2 7:38 佐藤　高明 (横　浜) 安田　利幸 (横　浜) 桑名　範朗 (相模原)

3 7:46 阿部　元則 (小田原) 島崎　修一 (横　浜) 伊藤　　修 (横　浜) 大倉　浩実 (横　浜) 3 7:46 土井　克祥 (横　浜) 小野寺伸次 (横　浜) 大川　隆宏 (秦　野) 瀨野　弘之 (横　浜)

4 7:54 中丸　大輔 (横　浜) 鯉江　研一 (横　浜) 葛谷　栄一 (鎌　倉) 船田　　豊 (横　浜) 4 7:54 山口　大介 (厚　木) 森　健太郎 (横　浜) 清水　栄一 (大　和) 吉田　裕紀 (横　浜)

5 8:02 木本　紀嗣 (横　浜) 工藤　哲人 (平　塚) 萩原　隆典 (横　浜) 岡田　博行 (横　浜) 5 8:02 椎木　　茂 (横　浜) 好士﨑　進 (横　浜) 平原　徳弥 (横　浜) 大門　太郎 (逗　子)

6 8:10 林　　泰弘 (横須賀) 松下　智治 (横　浜) 細田　　裕 (横　浜) 富田　光洋 (平　塚) 6 8:10 上倉　邦男 (横須賀) 北見　義治 (横　浜) 大室　光男 (横　浜) 柴田　善満 (鎌　倉)

7 8:18 青木　克浩 (横　浜) 矢部　輝雄 (大　磯) 諏訪　正人 (横　浜) 赤倉　勇人 (横　浜) 7 8:18 村上　幸次 (横　浜) 岩武　博也 (横　浜) 下川　　純 (横　浜) 長谷川良介 (横　浜)

8 8:26 石井　卓昌 (座　間) 小菅　　孝 (藤　沢) 秋山　太郎 (横　浜) 大瀧　道徳 (逗　子) 8 8:26 渡邊　政夫 (横須賀) 森﨑　昌治 (横　浜) 宇田川　努 (大　和) 赤塚　　巧 (横　浜)

9 8:34 田村　和明 (横　浜) 草刈　利美 (横　浜) 田中　一朗 (藤　沢) 濱田　康裕 (綾　瀬) 9 8:34 前田　　修 (横　浜) 久保田　慎 (横　浜) 平綿　聖広 (藤　沢) 畑野　貴由 (横　浜)

10 8:42 上野　敬輔 (茅ケ崎) 三井田　悟 (横　浜) 松嶋　　隆 (横　浜) 赤石　篤洋 (横　浜) 10 8:42 仁科　明久 (横　浜) 川田　英樹 (横　浜) 冨樫　賢太 (茅ケ崎) 関根　謙克 (相模原)

11 8:50 河村　英明 (横　浜) 川底慎一郎 (平　塚) 藤原　浩晃 (横　浜) 千葉　　毅 (横　浜) 11 8:50 竹内　雅二 (小田原) 甘田　安孝 (大　和) 渡辺　哲夫 (藤　沢) 柳川　勇喜 (愛　川)

12 8:58 菅沼　秀明 (横　浜) 浅尾　剛司 (横　浜) 中村　剛秀 (横　浜) 村上　　勉 (平　塚) 12 8:58 鈴木　大介 (横　浜) 杉崎　勝廣 (横　浜) 佐草　啓太 (平　塚) 酒井　俊春 (綾　瀬)

13 9:06 丸山　道夫 (横　浜) 相原　吉正 (横　浜) 松野　　健 (厚　木) 望月盛二郎 (横　浜) 13 9:06 鈴木　俊武 (相模原) 荒木　信之 (横　浜) 滝本　幹人 (横　浜) 梶原　朗世 (鎌　倉)

14 9:14 髙原　　明 (横　浜) 比留川秀一 (横　浜) 吉野　秀行 (横　浜) 前田　直喜 (川　崎) 14 9:14 塚本　則男 (横　浜) 渡辺　　智 (相模原) 堀之内　章 (横　浜) 内海　勝則 (横　浜)

15 9:22 福田　幸雄 (横　浜) 田中　和義 (綾　瀬) 小室　茂樹 (横　浜) 長谷川和俊 (茅ケ崎) 15 9:22 原田　仁史 (鎌　倉) 野﨑　俊二 (横　浜) 青山　賢一 (横　浜) 髙橋　政行 (相模原)

16 9:30 守屋　芳彦 (厚　木) 村上　知史 (綾　瀬) 伊藤　　哲 (横　浜) 佐藤　義幸 (藤　沢) 16 9:30 森　　一洋 (茅ケ崎) 岡田　正毅 (横　浜) 島田　　茂 (川　崎) 松尾　忠広 (横　浜)

17 9:38 守屋　孝則 (厚　木) 井村　龍治 (相模原) 名嘉　晋作 (横　浜) 齋藤　　進 (横　浜) 17 9:38 大瀧　　徹 (横　浜) 中村　　誠 (横　浜) 岡田　直也 (横　浜) 大又　周一 (綾　瀬)

18 9:46 守屋　公雄 (寒　川) 稲垣　博之 (横　浜) 石川　好男 (横　浜) 青木　愛世 (横　浜) 18 9:46 速水　浩二 (横　浜) 飯塚　光洋 (横　浜) 長谷川雄幸 (横　浜) 波田野　巧 (綾　瀬)

19 9:54 府中　　洋 (藤　沢) 松浦　直喜 (横　浜) 鈴木　　一 (横　浜) 二宮　　涼 (高ゴ連) 19 9:54 海老塚亮一 (横　浜) 田沼　秀彦 (川　崎) 落合　純二 (愛　川) 崎永　政人 (綾　瀬)

20 10:02 堀越　　勝 (鎌　倉) 横山　将博 (横　浜) 青木　清州 (横　浜) 野﨑　晃聖 (横　浜) 20 10:02 国本　正次 (川　崎) 中村　　清 (藤　沢) 梅田　道雄 (横　浜) 岡崎　智春 (綾　瀬)

21 10:10 阿部　健一 (横　浜) 野手　和巳 (逗　子) 甲斐　　等 (横　浜) 岡部　　均 (横　浜) 21 10:10 井上　裕行 (横　浜) 小川　義人 (横　浜) 加賀康二郎 (相模原) 牧田　雅範 (厚　木)

22 10:18 和田　貴樹 (厚　木) 古屋　英尚 (横須賀) 梶　　喜雄 (愛　川) 中野　陽大 (横　浜) 22 10:18 竹下　博文 (横　浜) 川口　満臣 (横　浜) 丸山　隆典 (藤　沢) 市川　　隆 (横　浜)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

予選第5会場　レイクウッドＧＣ　組み合わせ　

4月16日（木）



（OUT） （I N）

1 7:30 高橋　茂樹 (厚　木) 西田　直美 (相模原) 成田　裕樹 (横　浜) 圷　　　毅 (川　崎) 　 1 7:30 立石　源治 (川　崎) 鈴木　清明 (横　浜) 小島　孝義 (川　崎) 内田　芳彦 (横　浜)

2 7:38 猪股　英昭 (横　浜) 小松　昭人 (大　和) 中野　雅之 (相模原) 箕輪　　創 (横　浜) 2 7:39 山口　善久 (厚　木) 東　　秀康 (鎌　倉) 前川　健司 (大　和) 亀田　隆行 (相模原)

3 7:46 紙透　孝文 (横　浜) 森山　直樹 (川　崎) 伊藤　裕明 (大　和) 稲木　鉄志 (横須賀) 3 7:48 佐々木政一 (大　和) 蔀　　祐一 (川　崎) 中村　浩光 (大　和) 栗原　千秋 (川　崎)

4 7:54 髙橋康佑宏 (相模原) 博山　　守 (相模原) 梶原真一郎 (藤　沢) 森川　愼也 (川　崎) 4 7:57 杉山　賢治 (厚　木) 田邊　俊次 (小田原) 加藤　裕之 (横　浜) 望月　幹仁 (川　崎)

5 8:02 加嶋　　博 (横　浜) 水島　教巳 (座　間) 西尾　　猛 (川　崎) 内田　典明 (川　崎) 5 8:06 松澤　昌人 (川　崎) 篠﨑　郁夫 (横　浜) 松岡　　輝 (川　崎) 加藤　　浩 (湯河原)

6 8:10 安永　一成 (川　崎) 平澤　章好 (厚　木) 前田　武士 (川　崎) 茶谷　龍太 (川　崎) 6 8:15 平子　尚丈 (横　浜) 齊木　和紀 (横　浜) 小野　　徹 (横　浜) 久保田　豊 (横　浜)

7 8:18 渡辺　久恭 (湯河原) 横塚　信夫 (横　浜) 山﨑　博康 (横　浜) 中村　知之 (厚　木) 7 8:24 村田　宏昭 (相模原) 若林　直浩 (座　間) 兵頭　章徳 (相模原) 竹添　　誠 (横　浜)

8 8:26 佐藤　雅彦 (横　浜) 津田　正則 (大　和) 鈴木　美典 (座　間) 永濱吾津士 (愛　川) 8 8:33 木谷　靖彦 (横　浜) 相澤　　功 (小田原) 山田　尚紀 (横　浜) 林　　恭平 (横　浜)

9 8:34 髙橋　貞文 (相模原) 茂田　明義 (湯河原) 武川　雄二 (相模原) 山口　健太 (秦　野) 9 8:42 加藤　　勲 (相模原) 佐藤　智治 (横　浜) 宮下　朋大 (横　浜) 武川　英明 (綾　瀬)

10 8:42 岩橋　和輝 (横　浜) 白砂　彰吾 (平　塚) 髙橋　　潤 (横　浜) 白井　浩弥 (横　浜) 10 8:51 山﨑　大輔 (相模原) 柳　　富男 (相模原) 飯塚　和彦 (大　和) 村田　大陸 (大　和)

11 8:50 曽根　忠和 (座　間) 小野　栄一 (横　浜) 渋谷　久夫 (相模原) 鈴木　　明 (大　和) 11 9:00 金子　宏治 (相模原) 澤田　哲也 (座　間) 長濱日出夫 (愛　川) 鏑木　恒雄 (厚　木)

12 8:58 山本　　充 (横　浜) 髙橋　利也 (横　浜) 熊谷　明久 (大　和) 渡辺　茂男 (大　和) 12 9:09 髙井　正行 (南足柄) 鈴木修一郎 (横　浜) 平井　宏房 (真　鶴) 井上慎之介 (藤　沢)

13 9:06 山口　拓也 (厚　木) 阿部　太輔 (厚　木) 勝本　清一 (相模原) 河原　弘和 (横　浜) 13 9:18 岩橋　雅一 (横　浜) 竹内　愼二 (大　和) 立花　健二 (愛　川) 内藤　博行 (小田原)

14 9:14 相場與志雄 (座　間) 濱田　　博 (横　浜) 卯木　　晃 (横　浜) 森井　　優 (横　浜) 14 9:27 濵田　正行 (大　和) 河田　　桂 (横　浜) 青木洋一郎 (大　和) 富樫　俊之 (横　浜)

15 9:22 橋本　明良 (三　浦) 蛭田　弘二 (横　浜) 瀬戸　隆寛 (厚　木) 礒　　昌宏 (伊勢原) 15 9:36 細谷　嘉晴 (相模原) 近藤　克彦 (横　浜) 丸山　知將 (相模原) 奈良　仁克 (横　浜)

16 9:30 高森　四郎 (相模原) 髙橋　健司 (横　浜) 三橋　義人 (厚　木) 山本　　昇 (横須賀) 16 9:45 国生　　猛 (相模原) 永倉　太陽 (茅ケ崎) 谷口　　昇 (横　浜) 森山　勝好 (横　浜)

17 9:38 土井内　信 (平　塚) 前村　裕仁 (横　浜) 永谷　正弘 (川　崎) 渡邊　健二 (藤　沢) 17 9:54 志賀　淳一 (横　浜) 茂山　勝一 (相模原) 山本　恭太 (大　和) 大槻　育伸 (横　浜)

18 9:46 府本　　弘 (相模原) 丸岡　美明 (座　間) 田中　政美 (大　和) 井上　裕汰 (横　浜) 18 10:03 魚本　一司 (横　浜) 植本　泰永 (大　和) 佐々木博幸 (厚　木) 運天　政邦 (座　間)

19 9:54 松岡　　徹 (藤　沢) 葛籠貫　博 (横　浜) 土屋　元久 (平　塚) 山下　博由 (大　和) 19 10:12 瀧尾　秀幾 (大　和) 山下　明彦 (藤　沢) 吉田　忠史 (横　浜) 祖母井嘉一 (横　浜)

20 10:02 古谷　知英 (横　浜) 佐藤　康弘 (横　浜) 長岡　俊一 (横　浜) 渡邊　　晋 (藤　沢) 20 10:21 藤井　　衛 (相模原) 西脇　大志 (相模原) 藤岡　和洋 (相模原) 飯田　　篤 (相模原)

21 10:10 萩原　則之 (横　浜) 横山　　博 (相模原) 廣瀬登喜夫 (相模原) 渡辺　和弘 (綾　瀬) 21 10:30 吉田　修一 (相模原) 竹内　幸宏 (川　崎) 鈴木　英俊 (川　崎) 小泉　　穣 (横　浜)

22 10:18 大坪　　誠 (横　浜) 戸谷　正彦 (相模原) 滝澤　　宰 (横　浜) 小谷　国博 (横　浜)

23 10:26 小杉　正孝 (川　崎) 三井　博巳 (横　浜) 葛西　講司 (大　和) 石井　　剛 (鎌　倉)
◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

予選第6会場　相模原ＧＣ西コース　組み合わせ

4月20日（月）



（OUT） （I N）

1 7:30 千田　直幸 (川　崎) 大庭　哲久 (川　崎) 岡崎　伸一 (相模原) 太田　和也 (茅ケ崎) 　 1 7:30 池杉　久一 (茅ケ崎) 大谷裕一郎 (三　浦) 土田　秀之 (横　浜) 佐藤　幸浩 (横　浜)

2 7:38 朝見　公一 (相模原) 竹林　豊溥 (茅ケ崎) 柳下　俊明 (横　浜) 清田　孝司 (鎌　倉) 2 7:38 平本　希望 (相模原) 古賀　英人 (川　崎) 岩崎　和義 (横　浜) 鈴木　康宏 (相模原)

3 7:46 野村二三雄 (川　崎) 天賀　秀樹 (相模原) 中村　光郎 (鎌　倉) 小野　恵右 (平　塚) 3 7:46 小菅憲太郎 (藤　沢) 長谷　公広 (藤　沢) 山田　鐘強 (川　崎) 坂尻　純也 (大　和)

4 7:54 佐野　元国 (横　浜) 三堀　秀樹 (藤　沢) 土井　郁夫 (川　崎) 渡邉　研吾 (相模原) 4 7:54 及川　克彦 (藤　沢) 前場　峰樹 (横　浜) 大森　正廣 (横　浜) 遠山　武志 (横　浜)

5 8:02 鈴木　　勇 (横　浜) 宮下　　恵 (川　崎) 平山　　悟 (横　浜) 駒井　洋之 (藤　沢) 5 8:02 寺西　謙治 (横　浜) 加藤　正基 (鎌　倉) 木下　勇人 (横　浜) 平山　晴海 (川　崎)

6 8:10 都築　保博 (藤　沢) 伊藤　義和 (横　浜) 石川　誠剛 (相模原) 田辺　直孝 (横　浜) 6 8:10 富所　真一 (藤　沢) 傳田　哲也 (鎌　倉) 松井　尊男 (横　浜) 清水健太郎 (横　浜)

7 8:18 窪崎　浩明 (横　浜) 板橋　哲也 (小田原) 二ノ宮喜博 (茅ケ崎) 柳元　　繁 (横　浜) 7 8:18 鮫島　康孝 (川　崎) 福嶋　克啓 (横　浜) 宮本幸太朗 (藤　沢) 北村　　基 (横　浜)

8 8:26 浜田　　勝 (横　浜) 長谷川太郎 (鎌　倉) 鈴木　建人 (平　塚) 千葉純一郎 (座　間) 8 8:26 加藤　　昭 (横　浜) 吉田　　靖 (藤　沢) 川脇　　要 (横　浜) 上田　一郎 (相模原)

9 8:34 小林　一彦 (横　浜) 鈴木　美幸 (綾　瀬) 長澤　浩幸 (藤　沢) 中澤　和司 (横　浜) 9 8:34 渡辺　治人 (大　和) 田中　　央 (厚　木) 長濱　克己 (厚　木) 立川　功司 (横　浜)

10 8:42 井上　信明 (藤　沢) 鈴木　康之 (海老名) 湯田　　敦 (茅ケ崎) 山神　一則 (藤　沢) 10 8:42 嶌田　真一 (松　田) 江隈　昭人 (横　浜) 村内　洋平 (横　浜) 横溝　　淳 (伊勢原)

11 8:50 廣澤　幹久 (鎌　倉) 都元　陽介 (海老名) 山﨑　洋介 (茅ケ崎) 立澤　　項 (藤　沢) 11 8:50 亀井　淑弘 (川　崎) 待合　勇史 (横　浜) 櫻井俊一郎 (藤　沢) 石井　一郎 (横　浜)

12 8:58 竹澤　俊治 (横　浜) 尾上　逸美 (中　井) 山口　広志 (相模原) 轟木　尚之 (横　浜) 12 8:58 安齋　賢一 (藤　沢) 佐々木美実 (横　浜) 杉山　　満 (横　浜) 田中　克也 (横　浜)

13 9:06 府川　　明 (平　塚) 鳥山　　央 (横　浜) 八色　雅之 (秦　野) 和賀　　始 (茅ケ崎) 13 9:06 野口　兼一 (横　浜) 宮坂　清幸 (相模原) 中島　義伸 (横　浜) 小野　保彦 (横　浜)

14 9:14 杉本　博史 (川　崎) 船木　幸雄 (横　浜) 鶴岡　明男 (横　浜) 井上　秀和 (横　浜) 14 9:14 岩井　靖久 (横　浜) 瀧澤　秀俊 (藤　沢) 大橋　幸雄 (川　崎) 大塚　洋樹 (海老名)

15 9:22 新山　洋幸 (横　浜) 村井　高志 (横　浜) 大友　直樹 (川　崎) 開嶋　宗基 (横　浜) 15 9:22 矢川　　修 (横　浜) 山田　昇治 (横　浜) 佐藤　　宏 (横　浜) 髙岸　　裕 (横　浜)

16 9:30 永野　俊彦 (川　崎) 青野　栄一 (横　浜) 田中健太郎 (横　浜) 渡辺　　稔 (藤　沢) 16 9:30 椎名　光博 (寒　川) 池上　俊哉 (藤　沢) 望月　光一 (横　浜) 大川　基康 (横　浜)

17 9:38 吉岡　宅美 (厚　木) 佐々木裕吉 (横　浜) 辰野　欽也 (二　宮) 吉田　淳一 (川　崎) 17 9:38 益山　幹治 (藤　沢) 丸山　辰治 (横　浜) 吉岡　　剛 (川　崎) ﾊｲﾝﾘｯﾁ　ｼﾞｮﾝ (海老名)

18 9:46 杉井　俊之 (横　浜) 小林　　博 (横　浜) 菅原　幸喜 (横　浜) 相原　康弘 (横　浜) 18 9:46 壷林　貴也 (藤　沢) 舩橋　裕路 (逗　子) 竹中　敏治 (大　和) 宍戸　長久 (横　浜)

19 9:54 岩﨑　秀樹 (茅ケ崎) 柳橋　昌行 (横　浜) 小島　　茂 (川　崎) 田邊　勝利 (藤　沢) 19 9:54 金田　成雄 (相模原) 石田　純一 (川　崎) 向井　輝繁 (藤　沢) 阿部信一郎 (鎌　倉)

20 10:02 芝崎　康之 (相模原) 佐藤　恒治 (藤　沢) 伊井　賢治 (相模原) 川田　弘之 (平　塚) 20 10:02 藤井　　彰 (横　浜) 渡里　裕二 (横　浜) 飯島　　隆 (横　浜) 松井　和弘 (鎌　倉)

21 10:10 石塚　勝久 (横　浜) 山本　美登 (横　浜) 市川　雅彦 (横　浜) 鈴木　清史 (横　浜) 21 10:10 小山　進一 (横　浜) 梶ヶ谷安弘 (伊勢原) 諏佐　光則 (横須賀) 苅田　啓之 (藤　沢)

予選第7会場　湘南ＣＣ　組み合わせ　

4月20日（月）

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長



（OUT） （I N）

1 7:30 落合　義徳 (厚　木) 板橋　雅裕 (横　浜) 廣田　猛利 (横　浜) 鷹石　尚嬉 (高ゴ連) 　 1 7:30 戸田　喜之 (茅ケ崎) 若尾　智広 (横　浜) 三橋　　智 (海老名) 谷口　　敦 (横　浜)

2 7:38 大野　浩人 (横　浜) 宇梶　雄一 (川　崎) 大森　　努 (相模原) 森久保源太 (相模原) 2 7:38 関野　義博 (川　崎) 山下　雅文 (厚　木) 石井　和利 (相模原) 和田　　忍 (横　浜)

3 7:46 細田　　亨 (相模原) 喜田　哲男 (横　浜) 望月　栄昭 (平　塚) 磯　　哲雄 (伊勢原) 3 7:46 杉之間信明 (小田原) 米山　雅志 (横　浜) 吉田　龍錫 (藤　沢) 藤田新之助 (横　浜)

4 7:54 山口賢一郎 (平　塚) 横越　貞晴 (横　浜) 小山　悦男 (大　和) 仙波　康司 (相模原) 4 7:54 山本　鉄男 (相模原) 細野　正明 (相模原) 宮﨑　哲也 (横　浜) 長浜　広喜 (相模原)

5 8:02 畑野　匡利 (相模原) 田中　栄司 (厚　木) 西澤　幹男 (横　浜) 阿萬　正巳 (大　和) 5 8:02 村上　正純 (大　和) 石橋　重信 (伊勢原) 楜澤　健二 (横　浜) 渡辺　敏充 (海老名)

6 8:10 軽部　　勝 (厚　木) 東山　浩幸 (横　浜) 片倉　大士 (大　和) 難波　一仁 (厚　木) 6 8:10 永野　　喬 (厚　木) 荻野　時夫 (相模原) 相原　和夫 (秦　野) 乾　　友浩 (横　浜)

7 8:18 飯島　勇一 (寒　川) 平本　隼人 (相模原) 塚原　昌彦 (横　浜) 伊藤　秀樹 (相模原) 7 8:18 髙橋　喜之 (相模原) 小林　浩二 (横　浜) 浅川　　学 (横　浜) 大汐　信光 (横　浜)

8 8:26 重田　金造 (横　浜) 臼杵　靖晃 (横　浜) 山田　純吉 (伊勢原) 座本　徳男 (厚　木) 8 8:26 横田　三男 (相模原) 青木　恵一 (厚　木) 吉國　　武 (横　浜) 渡辺　　聡 (綾　瀬)

9 8:34 寺下　　繁 (相模原) 鶴薗　弘明 (横　浜) 芳賀沼　満 (厚　木) 井上　晶雄 (横　浜) 9 8:34 髙橋　　憲 (厚　木) 川越　研二 (川　崎) 伊藤　直也 (横　浜) 赤司　雄一 (横　浜)

10 8:42 中川　幸広 (横　浜) 林　　一彦 (横　浜) 江野　将征 (横　浜) 片野　隼人 (相模原) 10 8:42 井上　朝実 (秦　野) 木曽　光行 (厚　木) 米山　拓也 (海老名) 松田　永浩 (海老名)

11 8:50 佐久間一嘉 (横　浜) 安室　伸一 (横　浜) 伊藤　賀一 (相模原) 西原　広司 (厚　木) 11 8:50 大橋　信明 (厚　木) 野平　忠則 (相模原) 高橋　敏文 (横　浜) 島袋　　拓 (厚　木)

12 8:58 大貫　　亨 (厚　木) 岩澤　博文 (横　浜) 大垣　利幸 (相模原) 佐藤　章洋 (厚　木) 12 8:58 志渡　忠昭 (茅ケ崎) 花井　義広 (横　浜) 横田　信一 (寒　川) 森田　　淳 (横　浜)

13 9:06 飯野　詮芳 (川　崎) 長船　正人 (横　浜) 野老　慎一 (相模原) 小島　一彦 (愛　川) 13 9:06 齋藤　輝明 (相模原) 高橋　秀和 (厚　木) 池田　隆広 (綾　瀬) 平田　利一 (横　浜)

14 9:14 熊坂　　功 (愛　川) 柿澤　祐一 (相模原) 前川　利之 (横　浜) 伊藤　佳正 (川　崎) 14 9:14 井上　恭児 (相模原) 山口　　保 (海老名) 薩田　　衛 (大　和) 三澤　孝至 (横　浜)

15 9:22 森谷　慎二 (横　浜) 加藤　直樹 (横　浜) 石原　章二 (相模原) 髙塩　悠樹 (横　浜) 15 9:22 尻石　邦明 (横　浜) 井出　周治 (鎌　倉) 井上　　晃 (横　浜) 山口　一浩 (相模原)

16 9:30 中村　義之 (海老名) 臼杵　利幸 (横　浜) 荻原　　敦 (厚　木) 田邉　裕明 (川　崎) 16 9:30 榎本　伸男 (相模原) 橋谷　康弘 (横　浜) 石井　政弘 (厚　木) 渋谷　美彦 (相模原)

17 9:38 長谷川公彦 (藤　沢) 岡部　正己 (川　崎) 野口　光夫 (座　間) 兎沢　隆仁 (大　和) 17 9:38 山中　　尚 (相模原) 内村　淳也 (相模原) 笠原　英男 (川　崎) 松田　大介 (相模原)

18 9:46 宇梶　　裕 (横　浜) 岡田　修二 (川　崎) 五十嵐　武 (横　浜) 春日　孝夫 (川　崎) 18 9:46 外山　亮治 (大　和) 林　　辰次 (相模原) 嘉山　信二 (横　浜) 伊藤　誠一 (綾　瀬)

19 9:54 源川　秀洋 (秦　野) 宮下　公夫 (相模原) 三池　一矢 (相模原) 勝田　将嗣 (相模原) 19 9:54 山影　弘嗣 (相模原) 渡邉　　敦 (藤　沢) 浦田　和彦 (厚　木) 須田　真一 (相模原)

20 10:02 長谷川菊夫 (相模原) 中澤　　誠 (茅ケ崎) 小泉　　彰 (伊勢原) 原田　竹生 (平　塚) 20 10:02 岩永　正弘 (海老名) 池松　達彦 (愛　川) 谷口　秀人 (相模原) 太田　知倫 (茅ケ崎)

21 10:10 井上　行信 (相模原) 淺沼　　隆 (平　塚) 萩原　利弘 (相模原) 田所　靖浩 (相模原)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

予選第8会場　　長竹ＣＣ 組み合わせ　

4月21日（火）



（OUT） （I N）

1 7:30 徳本　宏子 (鎌　倉) 若林喜恵子 (川　崎) 秋山　節子 (横　浜) 楠美さおり (相模原) 　 1 7:30 舩橋　美和 (逗　子) 岩橋　優子 (横　浜) 大澤　伸江 (藤　沢)

2 7:38 佐野　裕子 (横　浜) 城田恵津子 (横　浜) 伊藤　千絵 (横　浜) 丸山　海紗 (茅ケ崎) 2 7:38 門倉　芳枝 (相模原) 義澤ひさ子 (相模原) 滝口　和子 (横　浜) 高本いづみ (秦　野)

3 7:46 清水　陽子 (藤　沢) 山田　恵子 (横　浜) 杉本　智子 (厚　木) 戸村みづき (横須賀) 3 7:46 蒲谷みちよ (横　浜) 森　満寿美 (横　浜) 松本　香織 (海老名) 森岡まゆみ (大　和)

4 7:54 大津　律子 (厚　木) 米谷　麗子 (茅ケ崎) 板垣　貴子 (横　浜) 米山　舞香 (横　浜) 4 7:54 池原　仲子 (川　崎) 火箱　洋子 (横　浜) 戸次　理絵 (横　浜) 中根万里子 (横　浜)

5 8:02 木本　京子 (横　浜) 中村　龍子 (川　崎) 清水まち子 (川　崎) 志賀　　茜 (横　浜) 5 8:02 植村　三枝 (横　浜) 小林　厚子 (厚　木) 村田あすか (箱　根) 保田　はな (川　崎)

6 8:10 小林　美穂 (鎌　倉) 萩原　直美 (平　塚) 吉川 　実那 (横　浜) 城ヶ辻麻衣 (横　浜) 6 8:10 羽鳥　敦子 (横　浜) 松岡恵美子 (藤　沢) 鈴木美由紀 (横　浜) 米澤　弥夏 (横　浜)

7 8:18 楠本　和子 (横　浜) 川村かおり (藤　沢) 小柳津里奈 (川　崎) 市川　里菜 (横　浜) 7 8:18 遠藤　尚美 (横　浜) 立石　高子 (川　崎) 田中　尚子 (川　崎) 石川　璃紗 (小田原)

8 8:26 杉本千恵子 (平　塚) 宮永　記子 (横　浜) 新井田路代 (茅ケ崎) 水津　彩花 (横須賀) 8 8:26 赤坂まち子 (綾　瀬) 斉藤今日子 (横　浜) 高岡奈穂子 (川　崎) 高田　佳奈 (横　浜)

9 8:34 徳島　恭子 (横　浜) 大貫　至子 (横　浜) 石原 　智美 (大　和) 橘川　亜矢 (相模原) 9 8:34 久保田成美 (川　崎) 二見　昌美 (小田原) 熊谷　美恵 (藤　沢) 萩原菜乃花 (横　浜)

10 8:42 西村　治美 (川　崎) 菊地　清香 (茅ケ崎) 井原　洋美 (藤　沢) 笠井　紗夏 (大　和) 10 8:42 関根亜希子 (座　間) 中谷　紀子 (横　浜) 桑田　陽子 (川　崎) 原田　　葵 (藤　沢)

11 8:50 磯村さおり (横　浜) 渡邊　加菜 (平　塚) 稲葉　雅鼓 (横　浜) 中野みさき (横　浜) 11 8:50 呂　　新霞 (大　磯) 吉岡八重子 (横　浜) 後藤　文江 (横　浜) 新谷　芽々 (平　塚)

12 8:58 北山　暁子 (厚　木) 片寄早百合 (横　浜) 関　 　明奈 (座　間) 山崎いづみ (横　浜) 12 8:58 長岩　洋子 (横　浜) 宗　　千秋 (横　浜) 菅原由美子 (藤　沢) 廣瀬　樹乃 (横　浜)

13 9:06 古川　真美 (相模原) 周　  　琳 (海老名) 堀野　久美 (横　浜) 櫻井　昌子 (横　浜) 13 9:06 重田　有美 (伊勢原) 石井　恵子 (横　浜) 三川　芳江 (愛　川) 亀井　美紀 (横　浜)

14 9:14 川谷　美子 (藤　沢) 宮﨑　光江 (相模原) 渡辺　雅代 (横　浜) 七海　麻紀 (川　崎) 14 9:14 山本　裕子 (横　浜) 太田ふさ子 (相模原) 清水　敏江 (鎌　倉) 木附志津湖 (横　浜)

15 9:22 松田　淑子 (鎌　倉) 宮﨑由貴子 (相模原) 林 　　和代 (横　浜) 安達　有沙 (鎌　倉) 15 9:22 富岡みつ江 (横　浜) 石田真由美 (相模原) 正岡美智代 (川　崎) 渡邉　敏子 (横　浜)

16 9:30 大谷　朋子 (横　浜) 鈴木　美恵 (座　間) 三上　道江 (横　浜) 村上　瑞希 (秦　野) 16 9:30 金井　豊子 (横　浜) 浅利眞由美 (横　浜) 高松　是子 (横　浜) 大沼　璃於 (平　塚)

17 9:38 川村恵美子 (愛　川) 長谷川早苗 (相模原) 水崎　朋子 (厚　木) 金子　通予 (南足柄) 17 9:38 松本千津子 (横　浜) 石井　美絵 (横　浜) 髙橋えり子 (座　間) 宮代まゆみ (横　浜)

18 9:46 吉川　清子 (横　浜) 下林　益美 (横　浜) 中根　愛美 (横　浜) 田原　宙子 (厚　木)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

女子予選会場　芙蓉ＣＣ　組み合わせ　

3月30日（月）



（OUT） （I N）

1 7:30 古屋　　浩 (横　浜) 尾上　博治 (大　磯) 向井　輝巳 (相模原) 政岡大二郎 (藤　沢) 　 1 7:30 鈴木　正剛 (横　浜) 明冨士一郎 (川　崎) 東　　秀康 (鎌　倉) 尻石　邦明 (横　浜)

2 7:38 青山喜美男 (横　浜) 榎本　伸男 (相模原) 天谷　政幸 (横　浜) 石川　　勝 (平　塚) 2 7:38 金子　　清 (相模原) 荒木　信之 (横　浜) 川延　克己 (藤　沢) 小林　源一 (川　崎)

3 7:46 原　　継雄 (川　崎) 髙橋　利也 (横　浜) 菅野　元美 (横　浜) 小原　和久 (愛　川) 3 7:46 金井　修一 (相模原) 鈴木　　明 (川　崎) 後藤　浩史 (横　浜) 加藤　正基 (鎌　倉)

4 7:54 石井　重次 (相模原) 伊藤　甲一 (藤　沢) 石故由二郎 (平　塚) 松下　征男 (横　浜) 4 7:54 善方　幸次 (厚　木) 諸星　　進 (秦　野) 椎貝　満範 (横　浜) 佐藤　五郎 (藤　沢)

5 8:02 薗　　保治 (湯河原) 小杉　正孝 (川　崎) 大塚　和博 (伊勢原) 荷川取正剛 (小田原) 5 8:02 瀬戸　千尋 (寒　川) 水田　　章 (開　成) 天野　聖児 (川　崎) 石澤　昭信 (海老名)

6 8:10 片野　由次 (相模原) 横田　信一 (寒　川) 坪井　克元 (横　浜) 元山　点道 (川　崎) 6 8:10 平戸　進二 (厚　木) 市川　房雄 (南足柄) 平井　和徳 (二　宮) 菅澤　安師 (相模原)

7 8:18 望月　敬次 (相模原) 田中　清文 (秦　野) 田代　洋三 (清　川) 小泉　由貞 (横　浜) 7 8:18 坂本　孝由 (伊勢原) 平本　徳秀 (相模原) 小野邉和夫 (横　浜) 松本　忠雄 (中　井)

8 8:26 山口　晴康 (相模原) 髙橋　孝和 (平　塚) 高山　正二 (横　浜) 小宮山和行 (厚　木) 8 8:26 山口　勝広 (相模原) 林　　広人 (相模原) 前島　誠一 (川　崎) 井村　龍治 (相模原)

9 8:34 中村　彰宏 (横　浜) 大石　義数 (横　浜) 伊藤　　強 (秦　野) 川井　純男 (厚　木) 9 8:34 加藤　哲朗 (伊勢原) 岡部　武史 (大　磯) 小林　秀文 (相模原) 岡村　　平 (横　浜)

10 8:42 濵田　正行 (大　和) 中島　一平 (鎌　倉) 鈴木　健二 (横　浜) 中野　英則 (横　浜) 10 8:42 大貫　　亨 (厚　木) 山根　啓嗣 (横　浜) 岩本　美博 (横　浜) 井澤　　正 (相模原)

11 8:50 山ノ上利充 (鎌　倉) 森村　武夫 (横　浜) 赤塚　　巧 (横　浜) 原　　恒司 (中　井) 11 8:50 田中　伸一 (伊勢原) 田辺　三雄 (小田原) 水島　雅一 (平　塚) 葛西　講司 (大　和)

12 8:58 河村　雅幸 (川　崎) 稲垣　博之 (横　浜) 吉田　嘉則 (厚　木) 佐藤　和美 (横　浜) 12 8:58 塘　　勝哉 (伊勢原) 伊藤　正人 (藤　沢) 峰島　和夫 (南足柄) 永久　孝俊 (横　浜)

13 9:06 佐藤　　充 (川　崎) 和田　昇治 (横　浜) 祝　　宏文 (横　浜) 細田　　亨 (相模原) 13 9:06 堀江　裕明 (川　崎) 高野　和博 (横　浜) 山口　芳弘 (大　磯) 川脇　　要 (横　浜)

14 9:14 井上　義隆 (横　浜) 貝谷　尚治 (相模原) 安達　順一 (横　浜) 遠藤　志郎 (横　浜) 14 9:14 中水流和則 (綾　瀬) 大塚　孝重 (横　浜) 佐々木龍二 (横　浜) 立川　功司 (横　浜)

15 9:22 島路　清惠 (横　浜) 荻野　時夫 (相模原) 横溝　好生 (横　浜) 好井　正則 (横須賀) 15 9:22 東　　　隆 (平　塚) 沼倉　憲三 (藤　沢) 関野　　栄 (小田原) 橋本　宗茂 (葉　山)

16 9:30 岡﨑　岳志 (横　浜) 田沼　秀彦 (川　崎) 蛯原　　潤 (茅ケ崎) 田之上洋一 (愛　川) 16 9:30 山本　善一 (厚　木) 今森　光明 (平　塚) 金山　功一 (横　浜) 岡田　修二 (川　崎)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

シニア男子(55歳以上)の部 第1予選会場　清川ＣＣ　組み合わせ

4月14日（火）



（OUT） （I N）

1 7:30 草間　忠博 (三　浦) 荒井　　康 (横　浜) 松田　正夫 (横　浜) 宇都　博之 (川　崎) 　 1 7:30 柳澤　達哉 (横　浜) 高梨　和芳 (大　和) 益子　定雄 (横　浜) 高林　幹男 (川　崎)

2 7:38 赤羽　　昇 (座　間) 柳下　俊明 (横　浜) 辻丸　　功 (相模原) 平山　俊夫 (横　浜) 2 7:38 長田　　晃 (横　浜) 菊地　哲也 (寒　川) 吉野寿三郎 (横　浜) 澤井　孝夫 (横　浜)

3 7:46 相原　壮一 (横　浜) 青山　喜彦 (藤　沢) 薄井　榮次 (横　浜) 山下　一郎 (横　浜) 3 7:46 山﨑　昭人 (横須賀) 宮澤　榮一 (小田原) 西澤　幹男 (横　浜) 流石　　巌 (横　浜)

4 7:54 椎名　光博 (寒　川) 中嶋　寿夫 (鎌　倉) 栗田　　茂 (横　浜) 櫻井　年夫 (綾　瀬) 4 7:54 宮本　啓吾 (厚　木) 高森　四郎 (相模原) 米田　　辿 (横　浜) 中村　　誠 (横　浜)

5 8:02 熊田　七郎 (厚　木) 土志田誠治 (横　浜) 印南　一路 (茅ケ崎) 入江　久則 (横　浜) 5 8:02 安藤　功一 (相模原) 加藤　和正 (厚　木) 杉山　　満 (横　浜) 加藤　成美 (横　浜)

6 8:10 高木　　進 (秦　野) 佐藤　光介 (横須賀) 小野寺伸次 (横　浜) 久保田　孝 (横須賀) 6 8:10 吉川　正行 (相模原) 大日向　明 (小田原) 武藤　規雄 (横　浜) 山縣　博士 (横　浜)

7 8:18 伊藤　　茂 (相模原) 森部　　等 (横　浜) 佐藤　和男 (横　浜) 金子　正史 (横　浜) 7 8:18 藤田　年男 (藤　沢) 相場與志雄 (座　間) 伊勢　晃一 (横　浜) 松本　保夫 (横　浜)

8 8:26 假屋園利夫 (横須賀) 蓑輪　圭樹 (横　浜) 山下　照正 (相模原) 谷　　朋貢 (横　浜) 8 8:26 髙橋　喜之 (相模原) 村田　清春 (横　浜) 飯田　政一 (横須賀) 太田　松雄 (横　浜)

9 8:34 遊佐　正樹 (大　和) 海老澤健次 (横　浜) 中原　久方 (横　浜) 尾形　昌俊 (横　浜) 9 8:34 小黒　芳男 (横　浜) 牧野　佳伸 (大　和) 兎沢　隆仁 (大　和) 丸山　辰治 (横　浜)

10 8:42 遠藤　敏夫 (相模原) 端山　正明 (藤　沢) 近藤　　晃 (横　浜) 大山　　力 (横須賀) 10 8:42 佐藤　　弘 (藤　沢) 比留川秀一 (横　浜) 小嶋　勝美 (大　磯) 廣瀬　正志 (横　浜)

11 8:50 宮内　利幸 (横須賀) 三井　博巳 (横　浜) 神田　　厚 (大　和) 樋口　哲夫 (横　浜) 11 8:50 竹林　豊溥 (茅ケ崎) 内野　利作 (寒　川) 北見　義治 (横　浜) 高橋　順二 (横　浜)

12 8:58 金子　益章 (藤　沢) 竹中　敏治 (大　和) 名嘉　晋作 (横　浜) 吉野　秀行 (横　浜) 12 8:58 中里　征二 (相模原) 阿部　　了 (藤　沢) 海老原俊雄 (平　塚) 斉藤　　博 (川　崎)

13 9:06 前田　房夫 (相模原) 瀧尾　秀幾 (大　和) 藤岡　和洋 (相模原) 加藤　隆之 (横　浜) 13 9:06 長船　正人 (横　浜) 渋谷　　勉 (相模原) 瀬戸　仁裕 (横　浜) 富田　哲朗 (横　浜)

14 9:14 田村　和明 (横　浜) 中山　博義 (相模原) 岩澤　政美 (横　浜) 村山　哲也 (大　和) 14 9:14 木本　紀嗣 (横　浜) 菊池　正弘 (横　浜) 小川　　渥 (藤　沢) 山下　明彦 (藤　沢)

15 9:22 長谷川　勝 (川　崎) 舞原　伸二 (横須賀) 青木　　博 (海老名) 岩元　　薫 (鎌　倉) 15 9:22 青木　克浩 (横　浜) 藤井　　彰 (横　浜) 徳田　輝夫 (小田原) 内田　三郎 (藤　沢)

16 9:30 米山　福吉 (川　崎) 岩﨑　清一 (大　和) 吉村　俊介 (横　浜) 国分　武利 (海老名) 16 9:30 光延　義雅 (横　浜) 磯ケ谷　清 (川　崎) 佐伯　文男 (横　浜) 秋山　孝司 (綾　瀬)

17 9:38 柳川　　貢 (小田原) 髙梨　圭二 (鎌　倉) 滝本　幹人 (横　浜) 金子　　勝 (茅ケ崎) 17 9:38 鈴木　清明 (横　浜) 森﨑　昌治 (横　浜) 梶原　朗世 (鎌　倉) 津郷　隆文 (横　浜)

18 9:46 三堀　秀樹 (藤　沢) 桐田　吉彦 (逗　子) 鈴木　　隆 (茅ケ崎) 鴇田　忠夫 (川　崎) 18 9:46 佐藤　　孝 (横　浜) 髙嶋　喜一 (横　浜) 金子　辰雄 (逗　子) 道端　　薫 (藤　沢)

19 9:54 安永哮一郎 (川　崎) 櫻田　忠宏 (座　間) 菅原　幸喜 (横　浜) 濱田　栄一 (横　浜) 19 9:54 髙井　正行 (南足柄) 金子　敏行 (横　浜) 門傳　孝志 (横　浜) 小室　　弘 (平　塚)

20 10:02 加藤　　勲 (相模原) 植原　正光 (藤　沢) 望月盛二郎 (横　浜) 加藤　敏郎 (大　磯) 20 10:02 西田　豊明 (川　崎) 滝本　典克 (大　和) 中村　　清 (藤　沢) 山本　　昇 (横須賀)

21 10:10 志渡　忠昭 (茅ケ崎) 鹿野　道夫 (逗　子) 小室　茂樹 (横　浜) 小松崎　茂 (横　浜) 21 10:10 田中　勝司 (藤　沢) 塚本　則男 (横　浜) 藤原　幹久 (横　浜) 佐藤　　宏 (藤　沢)

22 10:18 青木　　亨 (葉　山) 井上　行信 (相模原) 金子　正美 (横　浜) 田中　照久 (横　浜) 22 10:18 飯田　宏行 (大　和) 前田　武士 (川　崎) 田邊　吉春 (大　和) 田中　和義 (綾　瀬)

シニア男子(55歳以上)の部 第2予選会場　小田急藤沢ＧＣ　組み合わせ

4月24日（金）

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長



（OUT） （I N）

1 7:30 落合　義徳 (厚　木) 紙透　孝文 (横　浜) 長田　丈夫 (相模原) 小石　陽一 (横　浜) 　 1 7:30 吉原　　実 (横　浜) 桜井　　隆 (横　浜) 花井　義広 (横　浜) 横山　　明 (横　浜)

2 7:38 河原　伸光 (横　浜) 鈴木　　勇 (横　浜) 小柳　式夫 (横　浜) 木村　利雄 (横　浜) 2 7:39 長井　隆道 (川　崎) 玉田　道明 (相模原) 松嵜　恵一 (横　浜) 奥西　康雄 (横　浜)

3 7:46 中川　　晃 (川　崎) 石坂　　博 (横　浜) 山中　　智 (横　浜) 村上　　健 (藤　沢) 3 7:48 髙瀬幸史郎 (横　浜) 麻生　明男 (平　塚) 矢野　勝己 (綾　瀬) 金澤　　嵩 (横　浜)

4 7:54 荒原　光春 (横　浜) 福田　幸雄 (横　浜) 平川　芳剛 (横　浜) 長岡　俊一 (横　浜) 4 7:57 永田　邦春 (横　浜) 間藤　正廣 (相模原) 村田　　勝 (横　浜) 関口　　悟 (小田原)

5 8:02 細野　正明 (相模原) 矢部　輝雄 (大　磯) 佐久間一嘉 (横　浜) 濵田　正夫 (横　浜) 5 8:06 畑野　匡利 (相模原) 萩原　昭夫 (愛　川) 初瀬川利明 (小田原) 川渕　秀徳 (横　浜)

6 8:10 鮫島　康孝 (川　崎) 丹治　康雄 (相模原) 大友　　聡 (相模原) 山脇　乾司 (藤　沢) 6 8:15 矢ケ﨑隆夫 (鎌　倉) 宇佐美　清 (藤　沢) 諸星　道治 (秦　野) 中谷　隆保 (川　崎)

7 8:18 中川　幸広 (横　浜) 浅生　　宏 (相模原) 鶴岡　明男 (横　浜) 金子　敏文 (横　浜) 7 8:24 城所　政美 (厚　木) 古川　尚登 (川　崎) 吉國　　武 (横　浜) 福田　　敞 (横　浜)

8 8:26 樋口　逸夫 (平　塚) 矢部　重晴 (横　浜) 鵜飼　博文 (横　浜) 鈴木修一郎 (横　浜) 8 8:33 廣澤　幹久 (鎌　倉) 識名　朝詳 (相模原) 山元　賢治 (横　浜) 柳沢　和己 (相模原)

9 8:34 大竹　和男 (相模原) 中村　正博 (松　田) 臼井　　隆 (大　磯) 逸見南海男 (伊勢原) 9 8:42 山﨑　睦文 (相模原) 露木　　優 (南足柄) 村田　正人 (川　崎) 藤田　力夫 (相模原)

10 8:42 白井　　旭 (川　崎) 蒲谷　正夫 (横　浜) 大澤　靖次 (横　浜) 吉田　健次 (横　浜) 10 8:51 佐々木鉄男 (海老名) 四釜　　実 (横　浜) 堀江　富夫 (横　浜) 内藤　博行 (小田原)

11 8:50 松島　和之 (葉　山) 錦戸　博美 (横　浜) 日置　利保 (横　浜) 安室　伸一 (横　浜) 11 9:00 山本　通麿 (藤　沢) 岡部　正己 (川　崎) 松原　泰濟 (中　井) 久保　英一 (横　浜)

12 8:58 杉崎　勝廣 (横　浜) 杉山　賢治 (厚　木) 城田　　茂 (茅ケ崎) 西脇　義直 (相模原) 12 9:09 中里　敏宏 (相模原) 岩永　正弘 (海老名) 川名　健司 (横　浜) 高橋　秀雄 (横　浜)

13 9:06 佐々木　進 (相模原) 鈴木　秀雄 (川　崎) 大鴈丸正人 (茅ケ崎) 松嶋　　隆 (横　浜) 13 9:18 瀬河　正信 (横　浜) 豊福　三男 (横　浜) 宮田　　正 (横　浜) 鈴木　英雄 (川　崎)

14 9:14 篠崎　正一 (横　浜) 中澤　　誠 (茅ケ崎) 久保田　豊 (横　浜) 富樫　貴之 (横　浜) 14 9:27 三原　光一 (横　浜) 横田　　弘 (二　宮) 柳橋　昌行 (横　浜) 蒲田　　茂 (川　崎)

15 9:22 紺野　静雄 (横　浜) 青島　　順 (平　塚) 勝俣　　武 (平　塚) 清水　敏正 (横　浜) 15 9:36 北原　　弘 (海老名) 林　　辰次 (相模原) 宮坂　清幸 (相模原) 岩﨑　信道 (横　浜)

16 9:30 馬場　正徳 (横　浜) 犬飼　和春 (横　浜) 荒牧　賢司 (横　浜) 宮﨑　哲也 (横　浜) 16 9:45 金子　泰雄 (横　浜) 松山　和矢 (横　浜) 囲　　春喜 (愛　川) 今　　　斉 (川　崎)

17 9:38 遠藤　正浩 (横　浜) 秋田　芳樹 (横　浜) 大久保　博 (横　浜) 六笠　良二 (相模原) 17 9:54 鮫島　　均 (川　崎) 上野　敬輔 (茅ケ崎) 小俣　晶裕 (川　崎) 渡辺　　暁 (川　崎)

18 9:46 及川　克彦 (藤　沢) 近藤　素義 (横　浜) 石井　秀俊 (横　浜) 木谷　靖彦 (横　浜) 18 10:03 山口　正壽 (平　塚) 檜山　廣道 (横　浜) 家合俊一郎 (横　浜) 鈴木　敏明 (横　浜)

19 9:54 五十嵐利雄 (小田原) 平野　恭治 (横　浜) 森谷　義和 (伊勢原) 君島　和男 (横　浜) 19 10:12 国本　正次 (川　崎) 富田　修一 (川　崎) 髙島　武和 (二　宮) 髙木　保夫 (横　浜)

20 10:02 山崎　　孝 (横　浜) 長谷川公彦 (藤　沢) 山田　　良 (二　宮) 竹島　　大 (茅ケ崎) 20 10:21 森　　静生 (寒　川) 福島　保男 (横　浜) 西野　耕三 (横　浜) 遠藤　康広 (横　浜)

21 10:10 間宮　慎一 (横　浜) 山元　秀一 (茅ケ崎) 牧田　雅範 (厚　木) 多田　英夫 (座　間)

22 10:18 小巻　宏幸 (伊勢原) 松岡　清幸 (横　浜) 中根　伸一 (横　浜) 挽野　建夫 (横　浜)

23 10:26 松本　主計 (横　浜) 森下　裕司 (相模原) 柘植野　優 (横　浜) 藤田　敏宏 (横　浜)
◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

シニア男子(55歳以上)の部 第3予選会場　厚木国際ＣＣ西コース　組み合わせ

4月28日（火）



（OUT） （I N）

1 7:30 青山喜美男 (横　浜) 長井　隆道 (川　崎) 鈴木　英雄 (川　崎) 端山　正明 (藤　沢) 　 1 7:30 加藤　　勲 (相模原) 吉原　　実 (横　浜) 宮田　　正 (横　浜)

2 7:38 赤羽　　昇 (座　間) 植原　正光 (藤　沢) 井上　行信 (相模原) 長岡　俊一 (横　浜) 2 7:38 武田　　弘 (横　浜) 安永哮一郎 (川　崎) 柴﨑　　孝 (横　浜) 中村　　清 (藤　沢)

3 7:46 中島　廣行 (川　崎) 柳川　　貢 (小田原) 小嶋　勝美 (大　磯) 大谷　伸一 (横須賀) 3 7:46 石井　孝一 (横　浜) 檜山　廣道 (横　浜) 岡部　正己 (川　崎) 石澤　昭信 (海老名)

4 7:54 小宮　康彦 (大　和) 森　喜久雄 (横　浜) 飯尾　正人 (相模原) 阿部　忠夫 (伊勢原) 4 7:54 白井　　旭 (川　崎) 田中　勝司 (藤　沢) 秋山　貴司 (横　浜) 内野　利作 (寒　川)

5 8:02 平田　義雄 (横　浜) 植木　悦雄 (海老名) 三井田　悟 (横　浜) 伊東　伸孝 (横　浜) 5 8:02 石井　重次 (相模原) 髙梨　圭二 (鎌　倉) 磯ケ谷　清 (川　崎) 長田　　晃 (横　浜)

6 8:10 扇　　徳男 (湯河原) 米田　　辿 (横　浜) 井波　澄男 (厚　木) 金子　正史 (横　浜) 6 8:10 藤田　年男 (藤　沢) 森村　武夫 (横　浜) 坂本　全布 (秦　野) 田中　照久 (横　浜)

7 8:18 今井　喜平 (相模原) 矢部　輝雄 (大　磯) 渡辺　千洋 (相模原) 日高　美昌 (横　浜) 7 8:18 佐藤　和男 (相模原) 宮澤　　弘 (横　浜) 山下　安紀 (横　浜) 金子　　勝 (茅ケ崎)

8 8:26 森　　静生 (寒　川) 林　　辰次 (相模原) 吉田　　章 (横　浜) 最知　英機 (藤　沢) 8 8:26 菅　　克久 (横　浜) 中村　　勉 (開　成) 山崎　益夫 (横　浜) 君島　和男 (横　浜)

9 8:34 佐藤　敏夫 (川　崎) 平山　光次 (藤　沢) 近江　照之 (川　崎) 北郷　正憲 (横　浜) 9 8:34 椎名　光博 (寒　川) 田邊　士朗 (横　浜) 松岡　福夫 (横　浜) 岩﨑　俊雄 (横　浜)

10 8:42 原　　継雄 (川　崎) 北原　　弘 (海老名) 羽根　　茂 (横　浜) 蒲田　　茂 (川　崎) 10 8:42 伊藤　　仁 (横　浜) 岡村　　平 (横　浜) 小野寺伸次 (横　浜) 小林　源一 (川　崎)

11 8:50 石川　重人 (横　浜) 難波比佐雄 (厚　木) 平井　和徳 (二　宮) 三上　雅夫 (茅ケ崎) 11 8:50 小黒　芳男 (横　浜) 工藤　定男 (寒　川) 松澤　和弘 (横　浜) 山田　　良 (二　宮)

12 8:58 村上　　健 (藤　沢) 中村　次郎 (川　崎) 新井　伸男 (鎌　倉) 渡辺　　功 (横　浜) 12 8:58 髙橋　　敏 (松　田) 森部　　等 (横　浜) 近藤　　晃 (横　浜) 渡辺　　暁 (川　崎)

13 9:06 竹林　豊溥 (茅ケ崎) 戸村　義則 (横　浜) 渋谷千恵麿 (横　浜) 遠入　明治 (横　浜) 13 9:06 薗　　保治 (湯河原) 田澤　康弘 (横　浜) 矢部　重晴 (横　浜) 稲葉　信孝 (茅ケ崎)

14 9:14 金子　益章 (藤　沢) 河村　定夫 (南足柄) 道端　　薫 (藤　沢) 井手　国繁 (川　崎) 14 9:14 篠崎　正一 (横　浜) 松嵜　恵一 (横　浜) 児玉　文雄 (横　浜) 西野　耕三 (横　浜)

15 9:22 中原　　庵 (藤　沢) 日置　利保 (横　浜) 相澤　威志 (横　浜) 高橋　良民 (横　浜) 15 9:22 西田　豊明 (川　崎) 石渡　誠久 (横　浜) 大日向　明 (小田原) 松本　保夫 (横　浜)

16 9:30 俵　　聖徳 (横　浜) 政岡大二郎 (藤　沢) 髙島　武和 (二　宮) 渡邊　茂男 (横　浜) 16 9:30 樋口征四郎 (横　浜) 土志田誠治 (横　浜) 新倉　静男 (藤　沢) 宮川　二郎 (横　浜)

17 9:38 前田　房夫 (相模原) 杉崎　勝廣 (横　浜) 平川　芳剛 (横　浜) 岩﨑　守俊 (大　磯)

18 9:46 佐野　勝勇 (茅ケ崎) 金子　敏行 (横　浜) 髙嶋　喜一 (横　浜) 箕輪　勇次 (横　浜)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

ミッドシニア男子(65歳以上)の部会場　芙蓉ＣＣ　組み合わせ

4月13日（月）



1 8:00 大澤喜代江 (川　崎) 森　満寿美 (横　浜) 宮代まゆみ (横　浜) 金子　弥生 (相模原) 　 1 8:00 池田久美子 (藤　沢) 山田　恵子 (横　浜) 伏見　まり (小田原) 青柳　由利 (横　浜)

2 8:08 菅野　恭子 (横　浜) 鈴木まる美 (横　浜) 橋本　美幸 (横　浜) 今井　淳子 (横　浜) 2 8:08 松本美智子 (海老名) 塚本　晶子 (大　和) 大橋みどり (大　和) 浅利眞由美 (横　浜)

3 8:16 平林　春芳 (藤　沢) 山本　裕子 (横　浜) 務台　友子 (横　浜) 北村　景子 (横　浜) 3 8:16 窪田　和子 (厚　木) 脇田千佳子 (横　浜) 阿部由美子 (鎌　倉) 宗　　千秋 (横　浜)

4 8:24 小岩まさ枝 (大　和) 山内　章子 (茅ケ崎) 三野美由紀 (伊勢原) 清水　敏江 (鎌　倉) 4 8:24 藤田　陽子 (座　間) 勝目　禎子 (横　浜) 黒田　杉江 (横　浜) 田谷　千秋 (横　浜)

5 8:32 杉山　基子 (厚　木) 川村かおり (藤　沢) 滝口　和子 (横　浜) 飛鳥井友理子 (横　浜) 5 8:32 原木一二三 (横　浜) 河西　六子 (藤　沢) 大澤　伸江 (藤　沢) 佐藤　由美 (藤　沢)

6 8:40 杉本千恵子 (平　塚) 滝　　綾子 (横　浜) 山崎いづみ (横　浜) 高松　是子 (横　浜) 6 8:40 島路五百子 (横　浜) 蒲谷みちよ (横　浜) 秋山　節子 (横　浜) 柏木トミ子 (厚　木)

7 8:48 小林　美穂 (鎌　倉) 木本　京子 (横　浜) 木部みち子 (茅ケ崎) 中島みよ子 (横須賀) 7 8:48 松田　淑子 (鎌　倉) 川谷　美子 (藤　沢) 栗原美佐枝 (横　浜) 杉田佐代子 (鎌　倉)

8 8:56 今村　房子 (三　浦) 山中　通子 (横　浜) 國分美枝子 (藤　沢) 稲葉美年子 (横　浜) 8 8:56 樋田　雅美 (横須賀) 舩橋　美和 (逗　子) 菰下　春江 (綾　瀬) 三ツ井京子 (横　浜)

9 9:04 渡辺　良子 (相模原) 菅谷　直子 (横　浜) 富岡みつ江 (横　浜) 植村　三枝 (横　浜) 9 9:04 渡邉　　薫 (川　崎) 吉岡八重子 (横　浜) 後藤　文江 (横　浜) 斎藤久美子 (横　浜)

10 9:12 千葉　妙子 (大　磯) 横山　文子 (横　浜) 陽木　玲子 (横　浜) 松嶋　佳澄 (川　崎) 10 9:12 森　　澄子 (藤　沢) 布施　葉子 (川　崎) 山口　晴美 (川　崎) 菊島　千春 (鎌　倉)

11 9:20 鳥居　明子 (小田原) 吉川　清子 (横　浜) 小林　祥子 (横　浜) 髙橋えり子 (座　間) 11 9:20 本田芙佐子 (藤　沢) 上野ヨシ子 (藤　沢) 戸栗麻由子 (茅ケ崎) 樋口美代子 (横　浜)

12 9:28 梅田　涼子 (秦　野) 谷越　真知 (横　浜) 柳沢多恵子 (川　崎) 下田　淑香 (横　浜) 12 9:28 岩本　朋美 (川　崎) 風間　文江 (横　浜) 井上　春美 (藤　沢) 矢田　美春 (逗　子)

13 9:36 山本　節子 (藤　沢) 金井　豊子 (横　浜) 三奈木幸子 (川　崎) 萩原知多代 (横　浜) 13 9:36 実方久美子 (南足柄) 澤上　敬子 (横　浜) 中川　順子 (横　浜) 中根万里子 (横　浜)

14 9:44 進藤　富美 (相模原) 濱田　里美 (川　崎) 城田恵津子 (横　浜) 大谷　朋子 (横　浜)

◎　欠場者があった場合、組み合わせを変更することがある。　　　競技委員長

（OUT） （I N）

シニア女子(50歳以上)の部会場　スリーハンドレッドクラブ　組み合わせ

4月27日（月）
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