
H29.7.7変更

於　鎌倉カントリークラブ
平成２９年７月１２日（水）

NO スタート時間 NO

1 渡辺　健二 楠　明 鈴木　雅弘 小沢　久夫 7:04 1 座間　幹夫 座間　邦夫 座間　吉宏 斉藤　積

2 佐藤　公正 今出川　泰興 ※ 佐藤　秀子 ※ 泰地　美津江 7:11 2 須田　文雄 麻生　一雄 高橋　正博 関口　邦雄

3 ※ 山本　慈子 ※ 馬場　映子 山本　剛礼 杉原　三郎 7:18 3 ※ 桜井　洋子 ※ 泉　麗子 松本　一廣 馬場　貴裕

4 村上　靖雄 鈴木　国昭 長谷部　勝彦 谷口　篤弘 7:25 4 安藤　英樹 横川　和之 中村　繁明 田中　博

5 富岡　啓介 森浦　道生 ※ 吉野　佳代子 森　信幸 7:32 5 菅原　光志 中込　仁志 小野田　徹夫 内藤　卓男

6 長谷川　清 池田　哲彦 渡辺　徹 小林　政裕 7:39 6 土田　文夫 高野　義光 長尾　達也 ※ 黒田　奈美

7 ※ 大川　幸子 ※ 森　紀子 ※ 小林　充子 ※ 渡辺　純子 7:46 7 荒木　光太郎 宮原　義彦 佐藤　拓 笠井　圭吾

8 沖　十九康 藤本　静一 殿木　裕介 草部　達也 7:53 8 植月　利光 伊東　孝明 橋川　誠 長瀬　雄志

9 長沼　昭二 南郷　茂伸 ※ 髙後　富美江 手代木　秀男 8:07 9 長島　勝 松浦　敏 久保　隆司 大山　剛

10 南郷　茂和 若林　茂 山本　隆史 森　文男 8:14 10 松山　彰男 ※ 松山　美佐子 加藤　勲 下田　政人

11 ※ 引地　美智子 ※ 石田　豊江 ※ 東島　加衣子 香坂　雅俊 8:21 11 田中　秀文 ※ 田中　京子 森井　博 ※ 金子 富美江

12 郷原　均 小幡　一彦 田丸　重男 後藤　浩史 8:28 12 ※ 井上　幸子 ※ 田中　水美 松田　朋大 西澤　亮

13 ※ 水津　敬子 伊藤　貞昭 寶積　泰之 渡辺　高之 8:35 13 西村　延容 坂平　鐘午 山上　吉成 ※ 安達　宜子

14 ※ 近藤　京子 近藤　昭二 梶谷　哲 ※ 斉藤　よし子 8:42 14 大坂　久司 小森　晶一 小山　和秀 永嶋　喜昭

15 安斎　龍男 ※ 安斎　年世 高梨　圭二 ※ 高梨　暢子 8:49 15 日向　達藏 石井　昭二郎 浅井　実 石川　勝美

16 戸村　勝彦 高橋　良治 郷　篤 ※ 眞田　瑞枝 8:56 16 林　祐吉 大西　治良 林　利行 天羽　守

17 ※ 沼上　勝江 島田　満 波形　清信 ※ 波形　悳子 9:10 17 松井　清 小野田　半三 林　雅夫 瀬尾　重份

18 弦巻　利勝 池田　茂美 高根　大吉 ※ 吉村　由里子 9:17 18 川口　清之助 金子　孝行 小俣　二郎 鈴木　正美

19 高井　敦 ※ 高井　有子 ※ 山内　幸子 ※ 中島　恵子 9:24 19 ※ 相川　久美子 ※ 木村　美智子 ※ 川田　清美 ※ 寺本　優子

20 ※ 鈴木　晴美 ※ 鈴木　泰子 郡　一彦 郡　ジェニファー 9:31 20 磯田　誠次 鈴木　基弘 倉岡　東一 藤村　和一

21 中島　一平 小原　仁 青木　徹 矢島　洋 9:38 21 大神　基也 鈴木　昌宏 潮下　新二 弦間　一彦

22 中田　雅之 中井　正明 丸山　博久 木村　昭 9:45 22 滝永　敏之 大森　啓次 原　晴實 清水　信一

23 酒井　金次郎 梶原　朗世 勝村　孝造 根本　行雄 9:52 23 足立　良作 田中　豊 石川　清美 西ヶ谷　周二

※は女性
＊この組合せは欠場者のあった場合など、変更することがあります。
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