
■ＯＵＴスタート
組 スタート 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ

榎本　　剛 東名厚木 臼井　正人 清川 *安藤　秀二 浜野 川村　剛央 ワンウェイ

（エーザイ） 1 （ウスイ建装） 3.7 （人事院歯科診療所） 5.6 （HKコーポレーション） 8.3

光信　直長 東千葉 *牛之浜純俊 藤岡 *久保田俊昭 日高 渡邊　　亨 カレドニアン

（電通） 2 （auビルリフォーム） 4 （昭美印刷） 7 （トータル・ワークス） 9

佐野　知大 武蔵 佐居　承緒 横浜 野本　恭平 JGA 栗原　聖男 メイフラワー

（sano inc） +1 （自営） 4 （三井化学） 7.4 （イーブン） 9.3

久田　　謙 武蔵 川底慎一郎 太平洋 *俵　　聖徳 富士箱根 井出　耕平 JGA

（チーズ王国） 1 （たのひら） 4.9 （マルビ） 5.6 （Estate Porter） 8.4

松田　永浩 清川 *塚崎　　孝 東松山 山田　竜史 JGA 渋谷　友和 マンデー特別推薦

（SY） 1.2 （イオタ） 5 （RS） 7.7 （ピーズサポート） -

福田　正平 セゴビア 青野　栄一 横浜 濱出　　亨 浦和 *竹本　太郎 マンデー特別推薦

（クリディエンス） 1.8 （グリーンフィルド） 5 （はまで） 6 （ブックマークエンタープライズ） -

小野寺智夫 府中 森　健太郎 戸塚 齊藤　賢司 秩父国際 新井　英昭 マンデー特別推薦

（自営） 2 （保安道路企画） 5 （サンクラウド） 7 （郵船不動産） -

佐々木　賢 JGA *石川　典良 東名 滝田　弘之 太平洋 金子　政明 マンデー特別推薦

（Ks Golfy） 0 （自営） 5.3 （グリップ） 7.8 （スキップビート） -

末金　成俊 カレドニアン 安藤　　弘 富士宮 都甲　　崇 磯子 *中村　　聡 マンデー特別推薦

（REALEYES） 2 （ネクスト） 5.3 （みのり会） 7.9 （信和ホールディングス） -

*北牧　裕幸 長岡 *石井　孝司 東松山 *窪﨑　浩明 東京湾 *弘光　利之 マンデー特別推薦

（キューブ） 3 （商工葬祭） 4.7 （窪崎溶接興業） 6.4 （ロジマックス） -

*加藤　明弘 秦野 *広野　幾男 JGA 有馬　哲平 キャスコ花葉 山崎　武志 太平洋
（太平洋クラブ相模コース） 3.1 （広野石材店） 5.6 （C4C） 7.5 （自営） 9.6

*島田昇二郎 八女上陽 岩崎　哲也 鳩山 *原野　智善 ワンウェイ 野村　匡弘 姉ヶ崎

（嶋田病院） 3.3 （メディカルインキュベーションシステム） 5.6 （HKコーポレーション） 8.8 （野村技建） 9.4

■ＩＮスタート
組 スタート 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ

*青木　克浩 東京湾 谷口　　徹 大相模 澳原　広明 浦和 *飯島　雄介 東京国際

（リライブ・ジャパン） 1 （谷口みのる商店） 4.9 （ライフアップ） 5 （ファクト） 6.5

*山ノ上利光 秦野 片岡　重勝 太平洋 *安藤　浩司 東名 *藤井　庸史 東京湾

（不二倉業） 0 （キャグ） 4.2 （安藤薬品） 6.1 （グランメゾン） 9

*土田　恭章 藤岡 横尾　厚志 大多喜城 *河村　英明 新千葉 勝俣　徹彦 ギャツビイ

（土田ハウスメイク） 1 （北海ボーリング） 4.2 （日起） 6 （スマイル不動産販売） 9

比留間育洋 カレドニアン 野村　卓洋 メイプルポイント 渡邉　信明 キャスコ花葉 大城　吉弘 マンデー特別推薦

（ラルフローレン） 1.4 （スコアネット） 4 （ライブツアー） 6 （大城介護福祉） -

菊池　幸人 富士市原 入江健太郎 千葉 鈴木　　薫 東京国際 *名嘉　晋作 マンデー特別推薦

（SOUTH-T） 1.8 （不二電興社） 5 （アイディーケイ） 7.1 （ダンスムーンライト） -

*佐久間　玲 湘南 *塩崎千太郎 三好 *加藤　力也 東京国際 藤岡　正光 マンデー特別推薦

（湘南カントリークラブ） 2 （大和） 5 （自営） 7.6 （藤岡公認会計士事務所） -

成松光一郎 大厚木 後藤　　建 神奈川 尾崎　博之 総武 *鉄井　雅博 マンデー特別推薦

（ユニティー） 2 （町田美装） 5.3 （H.Ozaki） 7 （メックジャパン） -

小澤　広之 横浜 永田　煕雄 太平洋 *谷口　　修 木更津 丸山　　元 マンデー特別推薦

（うえむら歯科医院） 2 （永田歯科クリニック） 5.4 （TTカンパニー） 8 （自営） -

芝田　進弘 麻倉 *榎本　　盛 富士市原 大塚　武義 レインボー 菊川　裕史 マンデー特別推薦

（ウィッシュワーク設計事務所） 3 （エノックス） 5.5 （自営） 8.6 （菊川商店） -

*天野　仙志 ロイヤルスター *古屋　　淳 オークヒルズ *田城　　亨 富士市原 早川　　力 マンデー特別推薦

（タイチマシナリー） 3.2 （富士ゼロックス） 5.6 （プロスタイル） 8.1 （自営） -

*阿部　俊幸 秦野 寺西　謙治 チェックメイト 木村　鉄三 袖ヶ浦 髙橋　辰己 木更津

（自営） 3.3 （日本テレビ） 5.6 （翔栄） 8.8 （高和建設） 9

田中耕太郎 木更津 *島田　竜泰 富士市原 *川原　和哉 府中 *矢野　嘉伸 キャスコ花葉

（北山ハウス産業） 4 （島田電気） 5.9 （カワハラ） 9 （常陽建設　） 9.4
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注意事項：※組み合わせは欠席などにより変更になる場合がある。*はシニア。

会　場：磯子カンツリークラブ

開催日：令和2年7月10日（金）
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