
1月9日

１R 3.森の里TC 1－6 4.あざみ野ローンTC

男子 藤本　順三 三河　忠由

65歳以上 中村　義之 梅原　至

女子 近森　和子 東　紀代実

55歳以上 常信　佳代子 龍　寿美

男子 宮林　正幸 下山　静夫

55歳以上 横山　宏 寺門　信行

女子 稲村　美采子 若生　洋子

45歳以上 高橋　泰子 佐藤　真由美

男子 谷川　淳一 遠藤　隆史

45歳以上 近藤　正夫 尼寺　啓人

女子 佐市　利江 関　聡美

フリー 成瀬　まゆみ 山本　愛実

男子 吉田　拓弥 澤井　博典

フリー 角田　悠輔 荒島　弘樹

２R 5.湘南平TC 6－1 8.中央林間TC ２R 9.横浜スポーツマンクラブ 5－2 12.百合ヶ丘ファミリーTC

男子 中村　千里 鈴木　照雄 男子 石田　享司 水野　善之

65歳以上 小倉　春男 高石　吉登 65歳以上 皆川　勉 吉垣　桂

女子 野崎　映子 碓井　紀子 女子 伊藤　芳子 高橋　裕子

55歳以上 田川　喜子 平松　陽子 55歳以上 森下　友子 岩城　美里

男子 原　俊清 山田　幸輝 男子 澁田　亮太 谷口　俊一

55歳以上 加藤　全孝 菅　隆雄 55歳以上 須田　康之 浜舘　健

女子 守屋　かなる 忍足　めぐみ 女子 加藤　みどり 吉垣　紀子

45歳以上 原　葉子 髙橋　和泉 45歳以上 平沼　秋 工藤　美穂

男子 内川　素良 西辻　基 男子 硎野　卓弥 南　史郎

45歳以上 今泉　　久 折井　進 45歳以上 富塚　啓市 松川　隆

女子 山田　さちよ 金子　紀子 女子 硎野　香織 9－8 大久保　景子

フリー 玉井　英美 幕田　淳子 フリー 高木　朋子 （10） 長澤　千明

男子 高山　寛章 中潟　剛 男子 真弓　博史 弓田　悟

フリー 小島　秀之 大塚　直隆 フリー 大澤　隆志 長澤　亮

２R 13.Vivid湘南TC 3－4 16.寒川ローンTC ２R 17.湘南ファミリーTC 1－6 20.湘南ハンドレッドTC

男子 安藤　浩二 渡辺　正宏 男子 青木　洋明 塩見　芳彦

65歳以上 田村　博久 佐藤　均 65歳以上 山科　律 吉武　耕一郎

女子 朝尾　弘子 杉山　豊子 女子 鳥谷部　薫 五代　和代

55歳以上 田村　恵美子 井上　美恵 55歳以上 三浦　貴美 沢目　奈津子

男子 坂本　憲司 原田　光治 男子 大野　建二 8－9 神前　眞紀夫

55歳以上 羽深　国雄 笠間　信一郎 55歳以上 吉岡　誠司 （6） 横枕　誠治

女子 森川　こずえ 石井　満穂 女子 新井　和美 藤田　尚子

45歳以上 東条　宏枝 西井　麻美 45歳以上 伊達　佳代子 桜井　茂美

男子 岡名　昭彦 國保　健治 男子 会津　健司 大久保　淳

45歳以上 藤本　聡 阪口　洋 45歳以上 奥田　誠 図師　信彦

女子 秋本　紀世美 長田　裕香子 女子 中田　千織 中田　梨絵子

フリー 米山　侑里 落合　彩子 フリー 濱田　真由美 佐々木　遥

男子 赤窄　義孝 鈴木　悠太 男子 渡部　賢一 野田　和則

フリー 秋元　健大 山根　薫 フリー 宮嶋　大河 川辺　亮

２R 21.相模原グリーンTC 4－3 24.横浜ガーデンTC ２R
29.横浜ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

ﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ
3－4 32.横須賀ダイヤランドTC

男子 入岡　一吉 多屋　昌彦 男子 カンチェーミエンゾ 浅葉　誠

65歳以上 下深迫　健 田中　利明 65歳以上 秋沢　正康 奈良　益

女子 向井　昌子 鈴木　裕美子 女子 太田　真由美 山村　恵子

55歳以上 東方　真実子 中村　律子 55歳以上 野崎　真理子 山下　美貴

男子 向井　創 彼島　雄一郎 男子 宮崎　康郎 紺田　秀一

55歳以上 福本　哲 吉田　明永 55歳以上 大石　敏晴 馬賀　信二

女子 八木　陽子 明石　麻衣子 女子 猪森　正美 三富　敏子

45歳以上 萩生田 亜友美 大野　美江 45歳以上 佐治　令子 鈴木　聡子

男子 吉田　慎也 矢野　克彦 男子 清水　大輔 沖川　平

45歳以上 觧良　卓也 脇谷　浩司 45歳以上 笹島　繁 出井　晃

女子 久富　直子 柳沼　未央 女子 重富　ゆかり 二瓶　真紀子

フリー 椎山　由紀子 小林　亜沙美 フリー 西城　里美 小磯　由貴

男子 水谷　宇雄 勝間　豊 男子 宮崎　奨太 宇賀神　浩祐

フリー 清水　彰人 江藤　史雄 フリー 佐治　悠生 神谷　隆史
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1月10日

２R 25.鎌倉ローンTC 7－0 28.チェリーTC ２R 1.鎌倉宮カントリーTC 7－0 4.あざみ野ローンTC

男子 杉浦　晃 島田　正美 男子 髙崎　増次 三河　忠由

65歳以上 岡部　洋 添田　功 65歳以上 加藤　義明 梅原　至

女子 楠原　淳子 外山　美奈子 女子 大野　夏女 東　紀代美

55歳以上 山下　明美 松林　喜代美 55歳以上 松田　玲圭 龍　寿美

男子 宮川　智幸 細沢　良雄 男子 関本　雄樹 近岡　淳

55歳以上 矢部　伸一 小見山　忍 55歳以上 吉川　剛志 寺門　信行

女子 橋口　客子 寺内　佑真美 女子 太田　奈穂 若生　洋子

45歳以上 茂呂　裕子 亀井　真由美 45歳以上 土屋　美帆 佐藤　真由美

男子 平野　剛 高野　陽一 男子 吉村　直高 下山　静夫

45歳以上 内山　浩一 塩崎　香 45歳以上 赤松　理 アレックス・バーン

女子 横田　優梨 櫻田　睦 女子 三浦　早英子 関　聡美

フリー 平野　聡美 杉本　祐子 フリー 山内　紀子 山本　愛実

男子 上野　裕太 山口　尚紀 男子 清水　久敬 澤井　博典

フリー 仲村　憲人 菅原　良 フリー 高橋　和宏 荒島　弘樹

1月15日

QF 1.鎌倉宮カントリーTC 5－2 5.湘南平TC QF 9.横浜スポーツマンクラブ 3－4 16.寒川ローンTC

男子 髙崎　増次 今井　博 男子 石田　享司 渡辺　正宏

65歳以上 加藤　義明 小倉　春男 65歳以上 皆川　勉 佐藤　均

女子 大野　夏女 野崎　映子 女子 伊藤　芳子 杉山　豊子

55歳以上 松田　玲圭 田川　喜子 55歳以上 森下　友子 井上　美恵

男子 安福　哲男 8－9 内川　素良 男子 椎橋　豊 原田　光治

55歳以上 関本　雄樹 （8） 今泉　久 55歳以上 細尾　隆昭 川添　立雄

女子 太田　奈穂 守屋　かなる 女子 加藤　みどり 石井　満穂

45歳以上 土屋　美帆 原　葉子 45歳以上 平沼　秋 西井　麻美

男子 高橋　茂雄 原　俊清 男子 硎野　卓弥 笠間　信一郎

45歳以上 赤松　理 深田　智昭 45歳以上 大澤　隆志 阪口　洋

女子 三浦　早英子 山田　さちよ 女子 硎野　香織 長田　裕香子

フリー 山内　紀子 玉井　英美 フリー 長谷川　比路子 落合　彩子

男子 吉川　剛志 草山　毅 男子 真弓　博史 永田　和輝

フリー 清水　久敬 小林　隆 フリー 鈴木　徹 竹内　亮

QF 20.湘南ハンドレッドTC 3－4 21.相模原グリーンTC QF 25.鎌倉ローンTC 1－6 32.横須賀ダイヤランドTC

男子 熱田　清和 金子　芳久 男子 鈴木　昭介 浅葉　誠

65歳以上 吉武　耕一郎 下深迫　健 65歳以上 森　裕治 奈良　益

女子 五代　和代 向井　昌子 女子 冨田　佳子 鈴木　聡子

55歳以上 沢目　奈津子 東方　真実子 55歳以上 山下　明美 山下　美貴

男子 田村　正 9－8 向井　創 男子 宮川　智幸 紺田　秀一

55歳以上 野田　和則 （5） 福本　哲 55歳以上 矢部　伸一 馬賀　信二

女子 藤田　尚子 8－9 八木　陽子 女子 橋口　客子 三富　敏子

45歳以上 杉本　はるひ （3） 萩生田 亜友美 45歳以上 茂呂　裕子 二瓶　真紀子

男子 大久保　淳 吉田　慎也 男子 平野　剛 沖川　平

45歳以上 図師　信彦 觧良　卓也 45歳以上 内山　浩一 宇賀神　浩祐

女子 桜井　茂美 久富　直子 女子 松岡　恵 熊澤　礼実

フリー 佐々木　遥 椎山　由紀子 フリー 平野　聡美 小磯　由貴

男子 川辺　亮 佐伯　叡一 男子 上野　裕太 熊澤　大修

フリー 高橋　良 中村　航太 フリー 仲村　憲人 神谷　隆史
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1月22日

SF 1.鎌倉宮カントリーTC 6－1 16.寒川ローンTC SF 21.相模原グリーンTC 4－3 32.横須賀ダイヤランドTC

男子 髙崎　増次 渡辺　正宏 男子 入岡　一吉 浅葉　誠

65歳以上 加藤　義明 佐藤　均 65歳以上 下深迫　健 奈良　益

女子 上村　久子 田中　啓子 女子 向井　昌子 鈴木　聡子

55歳以上 古屋　由美 井上　美恵 55歳以上 東方　真実子 山村　恵子

男子 関本　雄樹 原田　光治 男子 向井　創 紺田　秀一

55歳以上 吉川　剛志 川添　立雄 55歳以上 福本　哲 馬賀　信二

女子 太田　奈穂 石井　満穂 女子 八木　陽子 山下　美貴

45歳以上 土屋　美帆 西井　麻美 45歳以上 萩生田 亜友美 二瓶　真紀子

男子 吉村　直高 國保　健司 男子 吉田　慎也 沖川　平

45歳以上 赤松　理 阪口　洋 45歳以上 觧良　卓也 宇賀神　浩祐

女子 三浦　早英子 西岡　留里子 女子 久富　直子 役川　朋代

フリー 山内　紀子 林部　有美 フリー 椎山　由紀子 小磯　由貴

男子 森田　誠一郎 永田　和輝 男子 水谷　宇雄 熊澤　大修

フリー 高橋　和宏 善波　大貴 フリー 中村　航太 神谷　隆史

F 1.鎌倉宮カントリーTC 4－3 21.相模原グリーンTC

男子 髙崎　増次 入岡　一吉

65歳以上 加藤　義明 下深迫　健

女子 上村　久子 向井　昌子

55歳以上 古屋　由美 東方　真実子

男子 関本　雄樹 向井　創

55歳以上 吉川　剛志 福本　哲

女子 太田　奈穂 八木　陽子

45歳以上 土屋　美帆 萩生田 亜友美

男子 赤松　理 吉田　慎也

45歳以上 森田　誠一郎 觧良　卓也

女子 三浦　早英子 久富　直子

フリー 山内　紀子 椎山　由紀子

男子 清水　久敬 水谷　宇雄

フリー 高橋　和宏 中村　航太
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