
（OUT） （IN）  

1 7:30 栗原美佐枝 (都筑区) 宇留島麻知子 (南　区) 塩谷　仁美 (青葉区) 　 1 7:30 佐藤　彩香 (磯子区) 片倉千穗子 (西　区) 桑田智恵子 (港北区)

2 7:37 山崎千鶴子 (都筑区) 三ツ井節美 (港南区) 春木恵美子 (金沢区) 井上　由刈 (中　区) 2 7:37 磯村さおり (金沢区) 宮代まゆみ (旭　区) 大畠　恵子 (都筑区) 長岩　洋子 (旭　区)

3 7:44 椿　加代子 (栄　区) 飯島　朋子 (青葉区) 加賀見敦子 (南　区) 梶本美津子 (瀬谷区) 3 7:44 島路五百子 (旭　区) 飛鳥井友理子 (都筑区) 廣瀬　暁子 (西　区) 櫻井　昌子 (青葉区)

4 7:51 谷口千栄子 (緑　区) 務台　友子 (保土ヶ谷区) 武田江美子 (戸塚区) 金子レイ子 (西　区) 4 7:51 中西田鶴子 (鶴見区) 草刈　玲子 (神奈川区) 松本千津子 (瀬谷区) 岩下　志保 (旭　区)

5 7:58 吉田　香織 (保土ヶ谷区) 金井　豊子 (鶴見区) 三ツ井京子 (青葉区) 髙橋　優子 (旭　区) 5 7:58 井出　頼子 (神奈川区) 永田　光代 (都筑区) 大松千恵子 (旭　区) 数井　美穂 (港南区)

6 8:05 小林　由美 (磯子区) 山中　通子 (港北区) 谷越　真知 (都筑区) 勝又　紀子 (保土ヶ谷区) 6 8:05 増井　裕子 (青葉区) 永野ツタエ (瀬谷区) 富岡みつ江 (磯子区) 大谷　朋子 (神奈川区)

7 8:12 風間　智行 (泉　区) 金城　弘和 (旭　区) 山内　　聡 (緑　区) 紺野　静雄 (磯子区) 7 8:12 松原　伸夫 (磯子区) 岩橋　雅一 (戸塚区) 佐野　正人 (戸塚区)

8 8:19 土志田誠治 (青葉区) 草柳　茂雄 (磯子区) 成田　義洋 (都筑区) 勝俣　徳士 (中　区) 8 8:19 櫻井　貞昭 (旭　区) 渡邉　竜太 (旭　区) 三堀　浩司 (緑　区)

9 8:26 山本　秋夫 (磯子区) 石塚　勝久 (金沢区) 青山　賢一 (戸塚区) 籠手田安朗 (港北区) 9 8:26 米田　　辿 (栄　区) 斉藤　健治 (金沢区) 佐藤　雅彦 (南　区) 三井　博巳 (緑　区)

10 8:33 石井　孝一 (瀬谷区) 国井　良一 (港南区) 島路　清惠 (旭　区) 萩原　克芳 (泉　区) 10 8:33 石井　政治 (金沢区) 長嶋　　実 (栄　区) 林　　宜光 (都筑区) 五明　鉄也 (神奈川区)

11 8:40 小栗　健嗣 (南　区) 寺西　謙治 (青葉区) 堀井　慎也 (南　区) 竹原　　心 (青葉区) 11 8:40 森井　　優 (磯子区) 石田哲次郎 (中　区) 河原　弘和 (緑　区) 近藤　克彦 (中　区)

12 8:47 松本　主計 (青葉区) 小林　兼久 (西　区) 有馬　孝広 (戸塚区) 大槻　育伸 (戸塚区) 12 8:47 阿部　俊幸 (旭　区) 萩原　則之 (緑　区) 髙橋　正人 (磯子区) 谷澤　　学 (神奈川区)

13 8:54 河原　伸光 (旭　区) 中村　彰宏 (保土ヶ谷区) 杉本　雄二 (瀬谷区) 髙橋　健司 (南　区) 13 8:54 横越　貞晴 (神奈川区) 大坪　　誠 (戸塚区) 山岸　　大 (戸塚区) 柳下　俊明 (都筑区)

14 9:01 杉崎　勝廣 (鶴見区) 工藤　　桂 (港北区) 生　　和男 (南　区) 鈴木　　勇 (中　区) 14 9:01 福田　幸雄 (南　区) 田村　春夫 (旭　区) 海老澤　唯 (泉　区) 古谷　知英 (南　区)

15 9:08 秋元　嘉夫 (緑　区) 相原　康弘 (泉　区) 川渕　秀徳 (保土ヶ谷区) 大部　一成 (中　区) 15 9:08 大沼　貴史 (港南区) 務台　英雄 (保土ヶ谷区) 横溝　好生 (都筑区) 尾渕　浩一 (金沢区)

16 9:15 仁科　明久 (神奈川区) 髙田　　剛 (緑　区) 石川　重人 (中　区) 関　　晴樹 (都筑区) 16 9:15 小黒　芳男 (瀬谷区) 宇梶　　裕 (旭　区) 菅原　幸喜 (磯子区) 田村　　巌 (青葉区)

17 9:22 末吉　　淳 (旭　区) 谷口　　徹 (緑　区) 田村　和明 (金沢区) 岩田　和広 (保土ヶ谷区) 17 9:22 永瀬　清司 (栄　区) 渡辺　基成 (泉　区) 谷口　信輝 (都筑区) 紙透　孝文 (南　区)

18 9:29 原　　克宣 (港南区) 晝間　隆広 (青葉区) 境井　　茂 (南　区) 小澤　広之 (旭　区) 18 9:29 木本　紀嗣 (西　区) 谷口　　昇 (戸塚区) 成松光一郎 (青葉区) 藤森　孝明 (金沢区)

19 9:36 石井　博久 (金沢区) 髙田　　敦 (旭　区) 松本　浩平 (瀬谷区) 吉原　　実 (都筑区)

  　8/13 (月) 16,500円(ｾﾙﾌﾃﾞｰ料金) 協会カードより引き落しいたします。

2012年度　横浜市研修会　第3回

戸塚カントリー倶楽部・東コース

　受付 担当　　　　　 前半  井出　頼子・吉田　香織

　スコア集計担当　　　前半　佐藤　彩香・栗原美佐枝

  各組先頭の選手は、その組の統括責任者です。

　　　　　 　　　　　 後半　杉崎　勝廣・大沼　貴史

※受付担当委員の方は、前半AM 6：30・後半AM 7:00までにご集合下さい。

2012年8月20日

　　◎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｡

　　　　　 　　　　　 後半　佐野　正人・山内　　聡

　スコアカードの配布、マーカーの指定、プレーの進行など全てに責任を持ってお願いします。

　電磁誘導乗用カート使用によるセルフプレーです。

　昼食、飲物、参加費(3,000円)は、現金精算。

　プレー代(16,500円)は、ゴルフ協会カードより引き落とし。

　☆練習ラウンド希望者は事務局にご連絡ください。(TEL 680-5621)※先着順 　締切：8月9日(木)


