
2019 年度 大磯町・秋季町民ゴルフ大会 

【OUT】                   10.15（火）平塚富士見カントリークラブ、【平塚コース】 

組 スタート 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 

1 7:30 大井 聡 齊藤 寿★ 天田 浩司★ 大村 善聖★ 

2 7:37 大津 裕位 寉田 守 S※ 菰下 光政 S※ 菰下 春江Ⅼ※ 

3 7:44 添田 伸一 若林 一利 渡辺 英臣 高橋 保 

4 7:51 池田 輝久 S※ 岡本 博美 S※ 岡本 有美子Ⅼ※ 蓮本 玲子Ⅼ※ 

5 7:58 田中 秀昭 S※赤 渡辺 泰弘 S※赤 浦口 弘美 S※赤 山田 喜一 S※赤 

6 8:05 松元 良久 S※ 神谷 政男 S※ 中村 和雄 S 中村 悠治 S※ 

7 8:12 石橋 隆哉 S※赤 菊地 保男 S※★ 今井 志雅子Ⅼ※ 伊澤 文乃Ⅼ 

8 8:19 鹿島 世有 山本 洋一 奈良 一 S※ 藍田 勲 S※ 

9 8:26 斎藤 裕 S※ 芥川 哲雄 S※ 野寺 克己 S※ 赤井 英子Ⅼ※ 

10 8:33 島田 幸夫 S 保木 安雄 S※赤 梅田 晴夫 S★ 長谷川恵子Ⅼ※★ 

11 8:40 柴山 亀夫 上村 英世 S※ 岩田 全弘 S※  

 

【IN】 

組 スタート 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 

1 7:30 遠藤 克己 古尾谷 智史 加藤 明夫  

2 7:37 平野 克実※ 草山 和彦★ 山本 秀司※★ 宮代 新太郎★ 

3 7:44 柏木 功男 S※ 黒田 小五郎 S※ 佐竹 良平 S 武井 優子Ⅼ※ 

4 7:51 簑島 利文 S 平石 孝 S※ 池田 愛子Ⅼ 川原 一恵Ⅼ※ 

5 7:58 池田 賢 S※ 橋本 忠男 S※ 小嶋 弘明 S※ 山田 孝大 S※★ 

6 8:05 伊澤 富男 丸尾 和生 井出 正次 S※ 増田 千明Ⅼ 

7 8:12 平野 昭正 S※ 高橋 伸幸 S※ 松田 保 S※ 野寺 侑己Ⅼ※ 

8 8:19 高橋 健次 宮野尾 雄司 S 薄井 潔 S 守屋 泰秀 S※ 

9 8:26 加藤 賢一※ 小嶋 勝美※ 菊池 仁志 行武 広巳 S 

10 8:33 古家後 敏 S※ 遠藤 聰太郎 S※ 川本 亮治 S※ 二梃木 芳幸 S※★ 

  

無印=一般男子 25 名、S=シニア 45 名、Ⅼ=女子 12 名、合計 82 名、※=税免除 50 名 

大会合計、一般男子 53 名、シニア 86 名、女子 26 名、合計 165 名、税免除 94 名 

 

＊事前に同封の「秋季町民ゴルフ大会 競技規則ほか」をよくお読みください。 

＊朝の受付開始は 6 時 30 分です。スタート時間の 40 分前には受付を済ませてください。 

＊ご自分のプレーコースを再確認して、スタート時間の 10 分前までにティーグラウンドにご集合ください。 

＊組合せ表の左端の人がエチケットリーダーです。プレー進行にご配慮ください。 

＊ホールアウト後、スコアは別途用意された「個人別カード」に各自記入し、競技委員に提出してください。 

＊表彰式欠席の方は、賞品の受け取り代理人を、朝の受付時に、指定してください。 

＊組合せ表作成後のキャンセルは、キャンセル料 2000 円を後日請求させていただきます。 


