
◆アウトスタート◆

◎小野寺智夫 有川　　潤 内村　淳也 川田　雄太
府中 レイク相模 オリムピック 長太郎

佐藤　昭彦 ◎片岡弘幸 秦　　晴彦 ◎高泉広明
富士チサン 上総モナーク 中津川 東名厚木
◎森健太郎 蒲池　　誠 白木　悠貴 片桐　雅也
戸塚 習志野 カレドニアン 鎌倉

◎菊地泰彦 大石　智久 ◎宮越一市 岡下　慎吾
磯子 レンブラント御殿場 千葉夷隅 芦の湖

原　　雄二 馬場　聖哉 山本　亮太 伊藤　誠一
富士平原 矢板 ロイヤルスター 千葉よみうり
鈴木　　薫 安藤　琢磨 ◎毛木　徹 ◎三野貴司
東京国際 PGM石岡 総武 推薦
吉田康次郎 ◎大塚幸治 遠藤　弘樹 関　　貴仁
ロイヤルスター 館山 中津川 推薦
◎仁藤敦史 ◎前田秀樹 鈴木　信成 小川　晴保
多摩 木更津 伊豆にらやま 推薦

◎田村康一 小林　孔一 ●湊　雅彦 浅水　直彦
大厚木 小田原・松田 東名 推薦
山田　　豊 松谷　英樹 ◎一色　浩 沖崎　清一
日高 太平洋 中央都留 推薦

末金　成俊 成宮　光政 倉　　　尚 大村　公洋
宍戸ヒルズ 京葉 オリムピック 推薦
志賀　弘史 内田　侑緒 吉原　　良 松元　亮介
秦野 神奈川 オリムピックナショナル 推薦

藤本　政光 西田　直美 鈴木　純平 久富　康弘
オリムピック 東千葉 神奈川 推薦
◎出浦　功 氏家　勝美 西村　　厚 望月　翔太
オリムピック ロイヤルスター レンブラント御殿場 推薦
下村　俊晴 ◎酒主賢二 ◎田沼貴彦 木村　光希
戸塚 富士エース 千葉よみうり 推薦

◆インスタート◆

重南　慶彦 ●市原澄彦 遠藤雄一郎 藤田　嘉也
君津香木原 イーグルポイント 富士チサン 総武
●加藤明弘 安保　貴史 谷口　　徹 内田　俊彦
秦野 オリムピック 大相模 太平洋

松田　考平 佐々木政一 永田　秀行 ◎宗像秀一
総武 PGMマリア 日高 富士エース

◎安藤　弘 粟田　真規 ●俵　聖徳 鈴木　晴久
富士宮 カレドニアン 富士箱根 神奈川
田村　　界 ◎萩原常康 ◎井上雅彦 西野　達也
神奈川 平塚富士見 相模原 推薦

山田　真吾 鹿野　直也 内尾　忠臣 大谷　明弘
ロイヤルスター マグレガー サカワ 推薦
●伊澤喜久男 ◎大原一浩 ◎関根政英 ◎谷田部広司
東千葉 富士小山 袖ケ浦 推薦

◎碓氷青潮 ◎武内健司 桑田　真樹 谷口　伸也
クイーンズヒル レイクランド 太平洋 推薦
栗原　英樹 下條　憲通 橋本　重信 大塚　武義
東名厚木 秦野 グランディ那須白河 推薦
中里　匡良 粕谷宇一郎 ◎佐々木顕正 加藤　正之
大相模 千葉 GMG八王子 推薦

糠信　秀企 東倉　優介 齊藤　賢司 飯田　浩平
神奈川 鎌倉 秩父国際 推薦
澁谷　　功 ◎飯田能士 内山　裕司 星野　啓介
京葉 飯能くすの樹 東名厚木 推薦

宮武　善樹 岩倉　英雄 泉水　克彦 鈴木　謙司
日高 太平洋・御殿場 金砂郷 推薦

◎藤井庸史 高橋　賢吉 松本　吉史 尾泉　輝隆
南茂原 多摩 真名 推薦

大崎　将行 坂東多美緒 児玉　佳宣 金田　昌信
宍戸ヒルズ カレドニアン ロイヤルスター 推薦

２． 参加を取りやめる場合は、必ず大会事務局（℡03-6803-2291、平日10:00～17:00）に電話連絡をお願いします。
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３．大会前日の７月６（水）、当日７日（木）の欠場連絡は０８０-６７６０-６３４６もしくは開催コースに電話連絡をお願いします。

１． 組み合わせ、およびスタート時刻は、欠席者があった場合に変更することがあります。
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●＝65歳以上のグランドシニア選手、◎＝55歳以上のシニア選手
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日刊アマゴルフ２０２2　神奈川男子予選　於：レイクウッドGC西コース
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開催日：2022年7月7日（木）
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