
　

1 8:00 岩永　純子 (緑　区) 山本　裕子 (栄　区) 小菅佐智子 (鶴見区) ※加賀見敦子 (泉　区) 　 1 8:00 小林　　勇 (都筑区) 鈴木　　勇 (中　区) 加藤　　昭 (戸塚区) 会川真一郎 (保土ヶ谷区)

2 8:08 永野ツタエ (瀬谷区) 数井　美穂 (港南区) 佐藤　彩香 (磯子区) 山中　通子 (港北区) 2 8:08 木本　紀嗣 (西　区) 畠山　雅雄 (南　区) 奈良　憲一 (青葉区) 松浦　克幸 (神奈川区)

3 8:16 荒木　幸恵 (旭　区) 春木恵美子 (金沢区) 木本　京子 (西　区) 鈴木早愉里 (南　区) 3 8:16 山本　秋夫 (磯子区) 松井　尊男 (港北区) 青山喜美男 (旭　区) 石井　博久 (金沢区)

4 8:24 原木一二三 (青葉区) 徳島　恭子 (神奈川区) 栗原美佐枝 (都筑区) 中根　愛美 (中　区) 4 8:24 伊藤　　仁 (鶴見区) 相原　康弘 (泉　区) 石井　孝一 (瀬谷区) 国井　良一 (港南区)

5 8:32 岩橋　優子 (戸塚区) 吉田　香織 (保土ヶ谷区) 蒲谷みちよ (金沢区) 吉川　清子 (瀬谷区) 5 8:32 米田　　辿 (栄　区) 秋元　嘉夫 (緑　区) 青木　勝二 (神奈川区) (中　区)

6 8:40 三ツ井京子 (青葉区) 樋口美代子 (神奈川区) 滝　　綾子 (旭　区) (泉　区) 6 8:40 金子　敏行 (港北区) 田村　和明 (金沢区) 福田　幸雄 (南　区) 青山　賢一 (戸塚区)

7 8:48 大坪　香美 (戸塚区) 務台　友子 (保土ヶ谷区) 羽鳥　敦子 (港北区) ※飛鳥井友理子 (鶴見区) 7 8:48 古屋　　浩 (保土ヶ谷区) 川名　健司 (栄　区) 柳橋　昌行 (港南区) 中山　一平 (泉　区)

8 8:56 井上　由刈 (中　区) 宇留島麻知子 (南　区) 小林　由美 (磯子区) 吉岡八重子 (栄　区) 8 8:56 宇梶　　裕 (旭　区) 小林　兼久 (西　区) 杉崎　勝廣 (鶴見区) 吉原　　実 (都筑区)

9 9:04 大畠　恵子 (都筑区) 脇田千佳子 (西　区) 菅野　恭子 (港南区) 谷口千栄子 (緑　区) 9 9:04 永久　孝俊 (磯子区) 土志田誠治 (青葉区) 萩原　則之 (緑　区) ※長田　　晃 (瀬谷区)

10 9:12 川渕　秀徳 (保土ヶ谷区) 柳元　　繁 (神奈川区) 原　　克宣 (港南区) 三堀　浩司 (緑　区) 10 9:12 関口　洋一 (都筑区) 髙橋　健司 (南　区) 岸　　雄三 (中　区) 新井　勝正 (戸塚区)

11 9:20 大坪　　誠 (戸塚区) 二ツ森義一 (青葉区) 森井　　優 (磯子区) 森　　誠司 (栄　区) 11 9:20 須山　　亮 (西　区) 猪股　英昭 (保土ヶ谷区) 晝間　隆広 (青葉区) 加藤　隆之 (神奈川区)

12 9:28 石田哲次郎 (中　区) 小栗　健嗣 (南　区) 工藤　　桂 (港北区) 佐々木龍二 (鶴見区) 12 9:28 松原　伸夫 (磯子区) 海老澤　唯 (泉　区) 末吉　　淳 (旭　区) 石塚　勝久 (金沢区)

13 9:36 関　　晴樹 (都筑区) 廣田　剛士 (西　区) 小澤　広之 (旭　区) 萩原　克芳 (泉　区) 13 9:36 荒原　光春 (鶴見区) 橋本　訓志 (港北区) 中村由一郎 (瀬谷区) 小池　幸和 (港南区)

14 9:44 斉藤　健治 (金沢区) 小黒　芳男 (瀬谷区) 久保田　慎 (緑　区) 14 9:44 谷口　　徹 (緑　区) 條　　　聡 (栄　区) ※佐藤　雅彦 (中　区)

15 9:52 丸山　辰治 (鶴見区) 岩橋　雅一 (戸塚区) 馬場　輝雄 (磯子区) 楜澤　健二 (旭　区) 15 9:52 横尾　厚志 (泉　区) 大沼　貴史 (港南区) 籠手田安朗 (港北区) 藤森　孝明 (金沢区)

16 10:00 小杉　隆一 (西　区) 成松光一郎 (青葉区) 鶴薗　弘明 (都筑区) 松本　浩平 (瀬谷区) 16 10:00 堀井　慎也 (南　区) 岡田　博行 (神奈川区) 務台　英雄 (保土ヶ谷区) ※河原　弘和 (栄　区)

 

　　　　　　　申し込み受付：本厚木CC　℡046-241-4111

※印は他区からの応援選手

◆練習ラウンドは直接コースへお申し込みください。

練習ラウンドは2月12日(木)から26日(木)までの平日Ｐグリーン設定日となります(キャディ付13,330円) 　28日以降は直接コースへ。大会当日は会場(本厚木CC電話046-241-4111)へ連絡し大会役員に直接伝えること。

　※できるだけ区単位でお申し込みください。選手以外の利用も可。

　※申込み人数により他区の選手と同組になることがあります。

 I　N 　

  欠場者が出た場合の選手の補充は各区ごとの責任において処理をしてください。

　※Ｐグリーン設定日(2月12日・18日・20日・26日)　※天候その他の事情により変更する場合があります。

本厚木カンツリークラブ 2015年3月2日(月)

 OUT

 ◎2月27日までの欠場の連絡は横浜市ゴルフ協会(電話680-5621)へ。

　団体戦は上位4人(一般2名・女子1名・55歳以上1名)の合計ストロークで決定しますので

2015市長杯争奪区対抗ゴルフ競技

◎この組み合わせは欠場者があった場合変更することがある。　　　競技委員長

　

OUT１組～9組：女子の部、IN１組～9組：55歳以上の部、OUT,IN10組～16組：一般の部


