
ＯＵＴ 女子グロスの部 Ｉ　Ｎ 男子グロスの部

1 7:30 1 7:30 石井　政治 国井　良一 近藤　健一 関　　晴樹

2 7:37 2 7:37 石塚　勝久 遠藤　金作 福田　幸雄 関口　洋一

3 7:44 3 7:44 磯田　良和 森田　　淳 大嶋　昭博 髙畑　敏克

4 7:51 4 7:51 板野　右志 森田　純一 大塚　孝臣 龍山　秀一

5 7:58 5 7:58 一田　　靖 柳田　良治 秋元　俊昭 谷口　　敦

6 8:05 6 8:05 伊藤　　仁 山元　賢治 浅川　　学 種市　　登

7 8:12 7 8:12 稲垣　博之 山本　美登 荒木　信之 田村　和明

8 8:19 入江　裕二 吉田　　覚 有馬　孝広 椿　　敏幸

8 8:19 秋元　葉紅 栗原　和子 長田　邦夫 9 8:26 原　　清志 米田　　辿 飯塚　祐次 寺戸　貞義

9 8:26 陽木　玲子 19.2 横山　文子 19.1 立野　晴士 19.0 立野　　翅 26.0 10 8:33 中嶋　寿雄 米山　雅志 池田　大和 富澤　　亮

10 8:33 小林　康代 中島由美子 小林　貞雄 佐藤　　操 11 8:40 植田　明徳 渡邉　竜太 瀬河　正信 土志田誠治

11 8:40 菅野　恭子 秋山　昭三 11.7 益子己之次 14.0 佐々木忠行 16.3 12 8:47 樋口征四郎 小島　健次 関　　光一 鈴木　　孝

12 8:47 須山　且次 9.9 佐藤　道夫 14.8 井田　徳寛 26.8 織茂　英雄 13 8:54 平田　利一 高橋　茂夫 遠入　明治 塚本　則男

13 8:54 井内　重忠 14.2 藤木　博敏 15.2 松江川　清 15.2 増田　利久 18.2 14 9:01 廣瀬　信行 髙嶋　喜一 大澤　靖次 小室　茂樹

14 9:01 倉内　宏司 飯島　正明 髙田　哲也 中込　辰三 15 9:08 藤井　　彰 金澤　　嵩 青柳　光毅 小杉　隆一

15 9:08 千種　啓司 平　　直綱 山田　　優 阿部　義秋 16 9:15 布施　勝雄 川名　浩一 矢部　重晴 大部　一成

16 9:15 山本　昭治 山野辺利和 横溝　　徹 増田　泰成 17 9:22 宮田　友幸 川村　直己 斉藤　靖史 大山　　清

17 9:22 金内　恒雄 17.9 赤塚　　守 17.2 奥泉　　誠 15.2 伊藤　克英 19.2 18 9:29 務台　英雄 川脇　　要 芝崎　慎二 小沼　　努

18 9:29 串田　明正 9.8 仁田　　忠 12.0 髙木　　明 14.6 長谷　礼三 13.2 19 9:36 森　　茂樹 岸　　雄三 島田　達也 買手　徳唯

19 9:36 久保田輝雄 10.7 進藤　貞雄 17.8 田﨑　幸男 15.2 羽根　　茂 14.9 20 9:43 小林　勇次 岸本　和也 島田　義之 加藤　　昭

20 9:43 雪澤　昭夫 16.6 藤本　広道 28.1 浅野　　健 稲毛　恒男 21 9:50 近藤　素義 北田　克彦 菅谷　佳美 久保田　賢

21 9:50 小島　治夫 三浦　盛幸 東條　　修 瀬戸　仁裕 22 9:57 紺野　静雄 草柳　茂雄 鈴木　　勇 黒羽根利宏

22 9:57 塩原　正義 山下　安紀 中川　幸一 23 10:04 紺野　勝逸 窪崎　浩明 住田　　稔 小泉　利一

蒲谷みちよ

木本　京子

大松千恵子

◎無断欠場は次回の出場を認めない◎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。   　　競 技 委 員 長

ハンデの部

荒木　幸恵

安藤　恵子

大貫　至子 務台　友子

2010横浜市民ゴルフ大会・予選会

◎8月6日までの欠場の連絡は横浜市ゴルフ協会(電話680-5621)

　8月7日以降、大会当日は磯子CC(電話 833-0641)へ連絡し大会役員に直接伝えること｡

　　磯子カンツリークラブ　　8月9日(月)        

秋山　節子

浅利さち子

梶本美津子

長岩　洋子

幡野　夏生

城田恵津子

菅谷　直子

谷越　真知

前田　弘子

増井　裕子

岩橋　優子

三ツ井京子 原　　和子

石井麻由美

松下　成果

大森　紗帄

椿　加代子

金子レイ子


