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山本　英樹

阿部　義秋

リークラブ　　2010年2月1日(月)         

2010 会員親睦ゴルフ大会  &  区対抗ゴルフ競技
      　　　　　   　 磯子カンツ

ＯＵＴ  　Ｉ Ｎ

1 8:00 青柳　勝美 大川　雅之 奥出　泰之 木谷　　貢 1 8:00 安達　英男 今田　　彰

2 8:07 赤塚　　守 大空　義明 小澤　　清 久保　英一 2 8:07 千種　啓司 平　　直綱

3 8:14 秋元　俊昭 太田　利之 小野　介嗣 小池　秀樹 3 8:14 木本　京子 石辻　陽子

4 8:21 市川　正昭 大塚　孝臣 勝島　幸雄 佐野　安春 4 8:21 永石　保子 下總　郁子

5 8:28 岩田　明也 奥泉　　誠 金内　恒雄 志賀　裕二 5 8:28 立野　晴士 立野　　翅

6 8:35 島袋　雅治 谷　　　徹 西野　耕三 濱田　栄一 6 8:35 髙橋　　譲 髙橋イサエ

7 8:42 住田　　稔 辻　　繁也 新川　　久 林　　忠夫 7 8:42 志子田八郎 林　　博之

8 8:49 髙木　義人 靍田　國弘 沼田　　茂 深尾　　至 8 8:49 灰谷十八男 今井　　稔

9 8:56 田﨑　幸男 中田　昭吉 濱崎　　勉 福田　　敞 9 8:56 佐藤　和夫 佐藤加代子

10 9:03 本間　廣行 水野　和仁 村田　勝紀 山下　貞光 10 9:03 近藤　郁雄 金井　豊子

11 9:10 松下　智治 御園生芳行 矢野　和夫 吉田　健次 11 9:10 鈴木修一郎 青山　　衛

12 9:17 三浦　征二 三輪　眞二 山口　　満 　 　吉村　俊介

 　 　　

14 9:31 島路五百子 (旭) 佐藤　彩香 (磯子) 浅利眞由美 )(栄 蒲谷みちよ (金沢) 14 9:31 高瀬幸史郎 (青葉) 大沼　貴史 (港南) 遠山　武志 (旭) 江隈　昭人 (鶴見)

15 9:38 岩橋　優子 (戸塚) 数井　美穂 (港南) 板垣　貴子 (港北) 大谷　朋子 (神奈川) 15 9:38 福田　幸雄 (南) 松原　伸夫 (磯子) 籠手田安朗 (港北) 村上　好生 (泉)

16 9:45 永野ツタエ (瀬谷) 廣瀬　暁子 (西) 原木一二三 (青葉) 和泉　幸子 (泉) 16 9:45 山内　　聡 (緑) 一田　　靖 (中) 川名　健司 (栄) 吉原　　実 (都筑)

17 9:52 山下勢津子 (中) 松本千津子 (鶴見) 栗原美佐枝 (都筑) 　 17 9:52 田村　和明 (金沢) 青山　賢一 (戸塚) 岡村　　平 (瀬谷) 小池　幸和 (港南)

18 9:59 荒木　幸恵 (南) 須田　由美 (保土ｹ谷) )谷口千栄子 (緑 18 9:59 松浦　克幸 (神奈川) 小椋　成起 (西) 渡部　良之 (保土ｹ谷) 三堀　浩司 (緑)

19 10:06 土志田誠治 (青葉) 小林　勇次 (港南) 島路　清惠 )(旭 杉崎　勝廣 (鶴見) 19 10:06 石川　重人 (中) 俵　　聖徳 (鶴見) 成松光一郎 (青葉) 飛田　正吉 (南)

20 10:13 佐藤　太作 (南) 山本　秋夫 (磯子) 矢部　重晴 (港北) 横山　　明 (泉) 20 10:13 長嶋　　実 (栄) 河原　伸光 (旭) 石塚　勝久 (金沢) 森井　　優 (磯子)

21 10:20 秋元　嘉夫 (緑) 鈴木　　勇 (中) 米田　　辿 )(栄 小林　　勇 (都筑) 21 10:20 重田　金造 (港北) 岩橋　雅一 (戸塚) 加藤　隆之 (神奈川) 関　　晴樹 (都筑)

22 10:27 石川　　弘 (金沢) 加藤　　昭 (戸塚) (石井　孝一 瀬谷) 22 10:27 滝本　幹人 (保土ｹ谷) 須藤　友文 (瀬谷) 富澤　　亮 (泉) 木本　紀嗣 (西)

23 10:34 川脇　　要 (神奈川) 小林　兼久 (西) 会川真一郎 (保土ｹ谷) 　

　 　 OUT１～12組、IN１～11組までは会員親睦大会。

 ◎1月29日までの欠場の連絡は横浜市ゴルフ協会(電話680-5621)へ。以降はコースへ連絡。 OUT14～18組区対抗女子の部、19～23組までは区対抗シニア(55歳以上)の部。

　 ※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。 IN14～22組までは区対抗一般の部。

 ◎無断欠場者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
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