
セキスイハイム東海ＣＵＰ
第40回静岡県アマチュアゴルフ選手権大会

（敗者復活戦）

・日時　平成23年9月21日（水）
・会場　菊川カントリークラブ　
・参加　87名

※悪天候の為ハーフ競技成立。
　　予選通過は、アウト・イン各10名。
　　タイの決定はマッチングカード方式により決定。

1 豊田 昭行 39 1 中莖 雄大 38
2 高橋 隼人 40 2 岡本 康幸 41
3 湯沢 和夫 41 3 赤堀 一典 42
4 近藤 隆紀 41 4 中野 雅文 43
5 小原 秀天 42 佐々木 学 43

大橋 研二 42 野村 好生 43
佐藤 栄祐 42 上野 信治 43
榛地 一之 42 森田 英樹 43

9 名倉 恵三 43 辻村 浩彦 43
大榎 利和 43 10 松下 卓哉 44

平井 寛章 43 柴田 明秀 44
藤本 陽志 43 後藤 一久 44
溝口 正泰 43 大石 誠 44
林 　融 43 14 山本 　享 45

15 坂本 勝利 44 板橋 慎悟 45
若林 秀樹 44 16 三輪 直史 46
海野 志郎 44 梅原 隆義 46
杉山 勝明 44 堀川 岳晴 46

19 三橋 　寛 45 佐藤 文雄 46
岸 　友久 45 20 尾崎 光昭 47
小塚 和史 45 大久保 勝司 47
竹田 篤史 45 福井 晴美 47
保竹 純一 45 23 野中 　明 48

24 大谷 昌紀 46 栗田 正美 48
飛田 博也 46 髙木 智章 48
小池 卓雄 46 26 桝田 雄介 49

27 大村 達也 47 千代 和年 49
28 富田 鉄兵 48 渡辺 貞夫 49

伊故海 豊宏 48 29 太田 茂 50
30 飯澤 亜樹 49 小松原 竜広 50

伊藤 眞次 49 熊澤 博康 50
32 井口 　学 51 32 佐藤 真一 51
33 梶川 正則 52 八木田 昇司 51

古橋 諒大 52 村松 勝美 51
35 曽根 大介 53 35 山田 智雄 51
36 鈴木 誠 56 36 矢島 　真 52

中村 裕也 棄権 鈴木 敏彦 52
片山 信幸 棄権 間庭 章光 52
青木 邦夫 棄権 39 寺尾 直己 54
久保田 峰義 棄権 栗田 直樹 54
金子 龍彦 棄権 41 宮川 達也 55
渡辺 　学 棄権 42 平野 和行 57
赤堀 広道 棄権 倉橋 誠二 失格

神谷 昌宏 失格

INOUT

以上予選通過 以上予選通過

静岡県ゴルフ連盟


