
2017 年度 大磯町春季ゴルフ大会 

【OUT】                  2017 年 3 月 23 日（木）レイクウッド東コース 

組 スタート 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 

1 8:00 喜多 誠一 遠藤 克己 戸塚 崇志 池田 輝久Ｓ 

2 8:07 寉田 守Ｓ 小嶋 隆志 小嶋 チヨ子Ｌ 岡本 妙子Ｌ 

3 8:14 鹿島 世有 小泉 雄敏Ｓ 宮下 信治Ｓ 宮下 明子Ｌ 

4 8:21 手塚 章司Ｓ 土井 誠一Ｓ 吉良 雅治 斉藤 裕Ｓ赤 

5 8:28 柳田 晋 柳田 素子Ｌ 吉川 幸一 吉川 妥佳Ｌ★ 

6 8:35 簔島 利文 前後 隆信 前後 榮枝Ｌ 椿 美津子Ｌ★ 

7 8:42 松本 一夫Ｓ 柏木 哲也 山口 正夫Ｓ赤 鹿島 雅美Ｌ 

8 8:49 渡辺 大三Ｓ 仲手川 雅弘 小豆澤 邦子Ｌ 今井 志雅子Ｌ 

9 8:56 添田 伸一 山本 正俊 豊田 由光 高橋 保 

10 9:03 加藤 修三 小林 基起Ｓ 田丸 直人 井上 雅晴★ 

11 9:10 松元 良久 宮川 日出男Ｓ 小林 幹Ｓ 小林 幸子Ｌ 

12 9:17 市川 孝Ｓ赤 木村 秀男Ｓ赤 高橋 信義Ｓ赤  

13 9:24 池田 賢Ｓ 二梃木 英司Ｓ 橋本 忠男Ｓ 岩垂 徹郎Ｓ★ 

14 9:31 平野 昭正Ｓ 松田 保Ｓ 宍戸 史紀Ｓ 吉野 毅Ｓ 

15 9:38 新井 五一Ｓ 沼野 惠一Ｓ 和田 照雄 細住 和男 

16 9:45 柴山 亀夫 三宮 道雄Ｓ 上村 英世Ｓ 橋本 征男Ｓ 

     

【ＩＮ】 

組 スタート 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 

1 8:00 伊澤 富男 大井 聡 土方 重治Ｓ 松本 年央Ｓ赤 

2 8:07 鈴木 秀文Ｓ 平石 孝Ｓ 加藤 咲子Ｌ 長谷川恵子Ｌ★Ｐ欠 

3 8:14 小早川 譲治Ｓ 伊藤 博Ｓ 小林 一夫Ｓ  

4 8:21 野寺 克己Ｓ 二宮 英雄Ｓ 三戸 義昭Ｓ 吉田 玲子Ｌ 

5 8:28 渡辺 芙美子Ｌ 平野 秀子Ｌ 平石 京子Ｌ 池田 愛子Ｌ 

6 8:35 野寺 侑己Ｌ 松本 由香子Ｌ 関  純子Ｌ 伊澤 文乃Ｌ★ 

7 8:42 保木 安雄Ｓ 島田 幸夫Ｓ 永田 晃 須藤 敏男Ｓ 

8 8:49 石橋 隆哉Ｓ赤 小川 士良Ｓ 芥川 哲雄Ｓ 薄井 悦子Ｌ 

9 8:56 末松 悦郎Ｓ 高村 豊広 桜田 勇蔵Ｓ 真壁 義治Ｓ 

10 9:03 小巻 基之Ｓ 井出  正次Ｓ 山田 弘美Ｌ 増田 千明Ｌ 

11 9:10 古家後 敏 川本 亮治Ｓ 遠藤 聰太郎Ｓ 二梃木 芳幸Ｓ★ 

12 9:17 大日方 一郎Ｓ 烏帽子 忠雄Ｓ 古川 雅己 赤井 英子Ｌ 

13 9:24 浪川 壽夫Ｓ 矢嶋 安久 柳川 巌Ｓ★ 田中 一夫Ｓ★ 

14   9:31 宮代 行雄 小松田 等 山崎 東一郎★ 杉山 正幸★ 

15   9:38 小嶋 勝美 小島 義明 竹林 英二  

16 9:45 三上 義弘Ｓ 藤本 徳治Ｓ 山口 芳弘 竹内 清次Ｓ赤 

一般男子３８名・シニア６１名・女子２６名 合計１２５名（免税５７名）★非会員 11 名 

                                                


