
OUT I  N

1 8:05 河原　弘和 加嶋　進也 櫻田　　厚 久保田　慎 1 8:05

2 8:12 滝本　幹人 阿部　恭邦 田村　春夫 川瀬　和利 2 8:12

3 8:19 中村俊一郎 齋藤　章次 木下　勇人 加嶋　　博 3 8:19

4 8:26 保竹　純一 飯田　和隆 福光英一郎 原中幸一郎 4 8:26

5 8:33 飯島　雄介 村上　幸次 佐々木幸弘 木下　隆史 5 8:33

6 8:40 生　　和男 石村　洋介 古川　恒成 氏家　勝美 6 8:40

7 8:47 久我　晋一 寺西　謙治 田村　和明 池辺　義則 7 8:47

8 8:54 田中　　徹 務台　英雄 髙原　君生 植竹　丈二 8 8:54

9 9:01 土方　清貴 手塚　聖一 米山　和利 中山　一平 9 9:01

10 9:08 森井　　優 矢島　正宏 浅野　浩司 伊藤　直也 10 9:08

11 9:15 柳元　　繁 島崎　修一 北見　義治 相澤　直人 11 9:15

12 9:22 佐々木龍二 久保田秀尚 大室　光男 齋藤　　修 12 9:22

13 9:29 魚本　一司 勝俣　徳士 小林　兼久 山中　　智 13 9:29

14 9:36 豊福　三男 藤田新之助 吉原　　実 米持　　明 14 9:36

15 9:43 葛籠貫　博 能條　嘉幸 西郷　　巌 久保田良昭 15 9:43

16 9:50 小森　秀也 加賀谷　真 阿部　英樹 田﨑　弘直 16 9:50

OUT I  N

1 8:05 斉田　美穂 瀧澤しず子 数井　美穂 晝間　貴子 1 8:05

2 8:12 本田　祐子 相馬　裕子 植村　三枝 島崎　一美 2 8:12

3 8:19 鈴木　千敦 山本　裕子 下田　淑香 秋元眞由美 3 8:19

4 8:26 片寄早百合 吉川　清子 山中　通子 滝　　綾子 4 8:26

5 8:33 丹波真樹子 常松　祥子 北村　景子 谷口千栄子 5 8:33

6 8:40 庄司　晴久 中村　政章 上原　明雄 6 8:40

7 8:47 磯野　雅広 阿部　義秋 松岡　清幸 佐々木政幸 7 8:47

8 8:54 菊地　信明 長谷川昌一 山口　　正 御園生芳行 8 8:54

9 9:01 廣岡さゆみ 鈴切　　誠 髙橋　利也 髙橋　優子 9 9:01

10 9:08 厚地裕史郎 林　　智弘 川本　　浩 太田　直文 10 9:08

11 9:15 斉藤　芳美 鈴木修一郎 土屋　勇次 藤代　愼一 11 9:15

北村　哲也 石井　貞義

今村　正人 勝田　忠男 嶌　　重夫矢野　和夫

小笠原　樹 折井　裕一 清水　幸二 日髙　俊児

髙木　保夫 藤田　敏宏 忽那　　晃 齋藤　正幸

横溝　好生 瀬戸　仁裕

中野信太郎 井上　義男 程島　紀章 森本　茂雄

仁井田広美 斉藤　重一 厚浦　利次 古谷　知英

　◎東ＯＵＴｺｰｽ 5組目まではグロスの部 女子

　◎東ＯＵＴｺｰｽ 6組目以降とＩＮｺｰｽはハンデの部

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

　　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｡　

 ◎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｡　　  

　◎無断欠場者は次回の出場を認めない｡
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長島　良彰

小野寺伸次 林　　　豊 三輪　眞二

吉田　健次小川　禮子 前橋まり子 金井　豊子

祝　　宏文 鈴木　健二 伊東　良行 土田　智之

有岡　　章 金岡　良治 松下　征男 西山　好雄

横山　文子 横越　貞晴 横越　初枝

谷全　祥市 羽根　　茂 吉原　敏郎 伊藤　英一

2019横浜市民ゴルフ大会・予選会
     　　　　　　　　　　　　　　　戸塚カントリー倶楽部 東・西コース　　8月9日(金)         

《西コース　グロスの部 男子》

田野口博臣 田野口和江 鶴田　裕美 古井紀美絵

横山　文彦


