
2018 年度 大磯町・秋季町民ゴルフ大会 

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

組 スタート 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 

1 7:30 勝亦 博行 高橋 健次 神 邦生 横尾 晋 

2 7:37 山本 正俊 添田 伸一 豊田 由光 高橋 保 

3 7:44 大日方 一郎 S※ 行武 広巳 S 斎藤 裕 S※赤 若井 洋子Ⅼ★ 

4 7:51 加藤 明夫 加藤 久美Ⅼ 前後 隆信 前後 榮枝Ⅼ 

5 7:58 神谷 政男 S 石川 克己 S 中村 和雄 S 中村 悠治 S※ 

6 8:05 古家後 敏 S 遠藤 聰太郎 S※ 川本 亮治 S※ 二梃木 芳幸 S※★ 

7 8:12 島田 幸夫 S 保木 安雄 S※ 梅田 晴夫 S★ 長谷川恵子Ⅼ※★ 

8 8:19 渡辺 泰弘 S※ 田中 秀昭 S※赤 宮野尾 雄司 S★ 山田 弘美Ⅼ 

9 8:26 烏帽子 忠雄 S※ 近藤 武久 S※ 河崎 正 S※赤 幸田 省二 S※赤 

10 8:33 宮川 日出男 S※ 小林 幹 S※ 土屋 良明 S※ 小林 幸子Ⅼ 

11 8:40 辻丸 宜邦 S※赤 高橋 信義 S※赤 長谷川忠男 S※赤 井上 清子Ⅼ※ 

 

【IN】 

組 スタート 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 

1 7:30 臼井 隆※ 望月 俊介 窪田 健吾★ 三木 聖斗★ 

2 7:37 岡部 武史 山口 芳弘 宮崎 久男 小嶋 孝行★ 

3 7:44 長谷川 忠夫 長谷川 美砂Ⅼ 鈴木 静彦 S※赤 鈴木 信子Ⅼ※ 

4 7:51 森 勉 加藤 修三 S※ 山本 荘一郎 S※ 手塚 章司 S※ 

5 7:58 末松 悦郎 S 池田 賢 S 橋本 忠男 S※ 山田 孝大 S※★ 

6 8:05 平石 孝 S※ 平石 京子Ⅼ※ 田中 邦和 S※ 平野 秀子Ⅼ※ 

7 8:12 沼野 惠一 S※ 松本 由香子Ⅼ 伊澤 文乃Ⅼ 関 純子Ⅼ 

8 8:19 石橋 隆哉 S※赤 土方 重治 S※ 松本 年央 S※ 菊地 保男 S★ 

9 8:26 柳田 進 S 藤本 徳治 S※ 山口 正夫 S※赤 池田 愛子Ⅼ 

10 8:33 小早川 譲治 S 吉川 錦利 S※ 三上 義弘 S※ 渡邉 俊明 S※ 

 

無印=一般男子 20 名、S=シニア 49 名、Ⅼ=女子 15 名、合計 83 名、※=税免除 42 名 

大会合計、一般男子 46 名、シニア 90 名、女子 28 名、合計 164 名、税免除 83 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 15 分前までにマスター室前にご集合ください。 

ご注意=OUT と IN は、大きく離れています。一般道を渡る時は必ず、カートを降りてください。 

＊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。 

＊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。 



2018 年度 大磯町・秋季町民ゴルフ大会 

【OUT】                   10.15（月）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 須藤 敏男 S 山﨑 一郎 土井 誠一 S※ 

2 7:37 森井 清隆 池田 輝久 S  薄井 潔 S 宮代 新太郎★ 

3 7:44 守屋 泰秀 S※ 岡本 博美 S※ 岡本 有美子Ⅼ 杉山 浩之★ 

4 7:51 渡辺 大三 S※ 関野 信昭★ 関野 将三 S※★ 柏木 雅昭 S※★ 

5 7:58 宮下 信治 S※ 宮下 明子Ⅼ※ 松田 保 S※ 野寺 侑己Ⅼ※ 

6 8:05 松元 良久 S 浪川 壽夫 S※ 和田 照雄 細住 和男 

7 8:12 平野 昭正 S※ 宍戸 史紀 S※ 高橋 伸幸 S※ 吉野 毅 S※ 

8 8:19 山本 洋一 小西 直茂 S※赤 齊藤 司★ 岡村 善弘 S※★赤 

9 8:26 柏木 功男 S※ 加藤 明敏 S※ 山田 喜一 S※赤 浦口 弘美 S※赤 

10 8:33 柴山 亀夫 S 上村 英世 S 片貝 顕三 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 矢部 輝雄 S※ 平野 克実 山﨑 裕子Ⅼ 

2 7:37 柳田 晋 柳田 素子Ⅼ 吉川 幸一 吉川 妥佳Ⅼ★ 

3 7:44 吉良 雅治 黒田 小五郎 S※ 芥川 哲雄 S※ 赤井 英子Ⅼ※ 

4 7:51 三戸 義昭 S※ 伊藤 克久 S※ 二宮 英雄 S※ 田中 守彦 S※★ 

5 7:58 小嶋 隆志 小嶋 チヨ子Ⅼ 寉田 守 S※ 岡本 妙子Ⅼ 

6 8:05 伊澤 富男 丸尾 和生 千葉 妙子Ⅼ 増田 千明Ⅼ 

7 8:12 井出 正次 S※ 松田 玄 S※ 吉川十志治 S※赤 鹿島 雅美Ⅼ 

8 8:19 喜多 誠一 小林 基起 S※ 川原 一恵Ⅼ※ 古島 千弘★ 

9 8:26 加藤 賢一※ 小嶋 勝美※ 鈴木 充 S※ 小野寺 正紀 S※赤 

10 8:33 柏木 哲也 柏木 利夫 岡安 秀明 大津 裕位 

  

無印=一般男子 26 名、S=シニア 41 名、Ⅼ=女子 13 名、合計 80 名、※=税免除 41 名 

大会合計、一般男子 46 名、シニア 90 名、女子 28 名、合計 164 名、税免除 83 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。 

＊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。 
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