
1 8:05 田村　和明 奥西　康雄 内田　芳彦 加嶋　　博 1 8:05

2 8:12 稲垣　博之 吉田　裕紀 古川　正美 小林　浩二 2 8:12

3 8:19 斉木　哲雄 土井　克祥 田村　　巌 島崎　修一 3 8:19

4 8:26 福光英一郎 大野　　聡 与安　　潔 萩原　則之 4 8:26

5 8:33 滝本　幹人 原　　光男 古谷　知英 瀬戸　仁裕 5 8:33

6 8:40 関　　晴樹 井上　晶雄 久保田秀尚 大沼　敏也 6 8:40

7 8:47 怒谷　直志 浅倉　英雄 金田　健次 村上　幸次 7 8:47

8 8:54 杉山　　満 中島　義伸 小林　　博 山﨑　博康 8 8:54

9 9:01 川渕　秀徳 渡辺　基成 山田　史顕 末吉　　淳 9 9:01

10 9:08 紙透　孝文 有馬　孝広 齋藤　　剛 山田　尚紀 10 9:08

11 9:15 西山　博教 木下　勇人 齊木　和紀 宮下　朋大 11 9:15

12 9:22 小川　義人 岡本　誠一 秋元　竜也 村田　　勝 12 9:22

13 9:29 仁井田広美 能條　嘉幸 白井　浩弥 鈴木　隆晴 13 9:29

14 9:36 小池　祥太 香川　享洋 鶴薗　弘明 松里　　亮 14 9:36

15 9:43 藤澤　孝光 土方　清貴 手塚　聖一 石川　好男 15 9:43

16 9:50 境井　　茂 臼杵　靖晃 古川　恒成 海野　泰明

東 I N ハンデの部
1 7:30

東 OUT 2 7:37

1 9:01 大谷　朋子 楠本　和子 植村　三枝 3 7:44

2 9:08 木附志津湖 小菅佐智子 風間　文江 青柳　由利 4 7:51

3 9:15 大貫　至子 北村　景子 滝　　綾子 鈴木愛佳子 5 7:58

4 9:22 中川　順子 飯塚　晴美 中根　愛美 後藤　文江 6 8:05

5 9:29 数井　美穂 遠藤　尚美 鶴田　裕美 今井　淳子 7 8:12

6 9:36 浅利眞由美 吉岡八重子 瀧澤しず子 吉川　清子 8 8:19

9 8:26

10 8:33

11 8:40

12 8:47

13 8:54

14 9:01

 ◎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｡　　  15 9:08

競技委員長 16 9:15

グロスの部 男子

グロスの部 女子

木村　利雄

権田　徳雄

渡部　国浩

荒牧　賢司

濱村　裕之

中川　勝美

杉本　雄二

髙橋　　潤

桜井　　隆

吉田　健次

齋藤　　章

金澤　　嵩

藤原　幹久

古市　恒晃

三井　博巳

髙野　　尚

田村　豊松

平川　芳剛

鈴木修一郎

福田　　敞

松井　孝澄山田　真吾

岩崎　和義

髙畑　敏克

恒吉　英明

土志田誠治

国井　良一 上田　　哲

中村　政章 佐伯　文男 青野　栄一

乾　　友浩

　◎無断欠場者は次回の出場を認めない｡

　　大会当日は戸塚CC (電話351-1241)へ連絡し大会役員に直接伝えること｡　

　◎大会前日(8月6日)までの欠場は横浜市ゴルフ協会(電話680-5621)へ連絡。

　　　　　2015横浜市民ゴルフ大会・予選会

西ＯＵＴ

     　　　　　　　　　　　　　　戸塚カントリー倶楽部 東・西コース　　8月7日(金)         

西 I N グロスの部 男子

東山　浩幸 遠藤　光信

小谷　国博 齊藤　靖史

鵜飼　博文 長岡　俊一

川田　英樹

瀬脇　伸弘

竹澤　俊治

米山　雅志

浅野　浩司

志賀　淳一

髙橋　健司 馬場　輝雄 藤堂　克也 森井　　優

阿部　宜幸

米山　和利 斉藤　重一 岡田　博行

西澤　幹男 茂呂　幸紀

富樫　貴之 川村　兼治

伊東　伸孝

小野邉和夫

宍戸　謙介

海藤　好信 阿部　哲也 岡部　　均

薄井　榮次

志田　雅美西山　好雄板橋　雅裕若尾　智広

佐藤　隆司 志賀　裕二 伊藤　弘毅 松下　征男

日置　利保上原　明雄内山　　剛船崎　逸雄

落合　邦康 大屋　治彦 奥泉　　誠 大城　慶正

岩澤　政美立野　晴士金子レイ子陽木　玲子

横溝　好生 児玉　文雄 中原　久方 滝田　　明

片寄早百合宮代まゆみ秋山　節子

村田　清春 深尾　　至 大久保　博 武藤　規雄

森田　　亨 川口　　秀 今井　喜一 石黒　雅行

川本　　浩吉原　敏郎飛岡　逸夫村山　　太

上條なる子上條　和寿

赤尾　太郎 森　　克明 伯耆　良一 福井　正隆

濱田　　博 羽根　　茂 伊藤　隆文 畠山　正明

髙橋　利也 髙橋　優子 荒井　雅子 大川　雅之

織戸　五正 三枝　　博 小髙　和雄 久保田輝雄

田中　由美田中健太郎


