
第９７回静岡県都市対抗ゴルフ選手権大会

：平成２４年５月２８日（月） 開催コース：富士宮ゴルフクラブ

１１１１位位位位 405405405405 ２２２２位位位位 405405405405 ３３３３位位位位 405405405405
大場　俊介 80 (42・38) 阿部　和生 77 (39・38) 佐々木　清士 75 (39・36)
田中　好信 80 (41・39) 中跡　朝臣 79 (37・42) 松下　淳祐 80 (37・43)
岩本　在治 80 (38・42) 小林　一三 81 (40・41) 岡本　康幸 83 (41・42)
新貝　武士 82 (42・40) 杉山　貴巳 83 (43・40) 細川　悦男 83 (41・42)
安藤　　勤 83 (39・44) 清水　道徳 85 (43・42) 村田　　崇 84 (42・42)

※ 山崎　雅文 85 (41・44) ※ 石原　慎吾 92 (47・45) ※ 大西　郁雄 93 (47・46)

４４４４位位位位 408408408408 ５５５５位位位位 409409409409 ６６６６位位位位 412412412412
林　　　融 80 (40・40) 河守　計俊 74 (37・37) 井端　和生 80 (40・40)
成田　朋正 80 (39・41) 山本　三千夫 77 (39・38) 上原　一成 80 (40・40)
大橋　研二 82 (45・37) 工藤　悦男 82 (45・37) 秋山　剛司 81 (41・40)
中村　俊治 82 (40・42) 平田　　司 86 (40・46) 勝又　俊宣 84 (45・39)
太田　　茂 84 (39・45) 山岸　一弥 90 (47・43) 須藤　　一 87 (47・40)

※ 倉橋　誠二 91 (46・45) ※ 岩井　潤一郎 91 (46・45) ※ 浦田　淳史 89 (49・40)

７７７７位位位位 413413413413 ８８８８位位位位 413413413413 ９９９９位位位位 414414414414
新村　浩輝 76 (38・38) 久保田　功 77 (40・37) 植松　真一 80 (38・42)
近　　　広 77 (39・38) 中川　雅俊 77 (39・38) 真野　勝俊 82 (41・41)
神戸　庄二 84 (41・43) 石田　次郎 83 (40・43) 平田　良彦 82 (41・41)
松尾　市太郎 87 (42・45) 大門　孝志 87 (44・43) 菊地　展弘 84 (46・38)
栗田　正美 89 (45・44) 山下　泰雄 89 (47・42) 江藤　晃好 86 (42・44)

※ 袴田　博夫 90 (46・44) ※ 内田　　勝 97 (51・46) ※ 芦川　　豊 87 (45・42)

10101010位位位位 414414414414 11111111位位位位 416416416416 12121212位位位位 417417417417
渡辺　宏次 78 (40・38) 井澤　裕介 78 (41・37) 大重　直也 80 (40・40)
金森　祐介 82 (40・42) 柴田　晃弘 79 (39・40) 佐藤　栄祐 81 (43・38)
井出　　務 83 (42・41) 大石　　誠 82 (42・40) 井上　　豪 82 (38・44)
青島　広宣 85 (40・45) 梅木　　豊 84 (42・42) 芹澤　政博 86 (45・41)
渡邊　貞男 86 (42・44) 原木　克訓 93 (46・47) 渡辺　光久 88 (37・51)

※ 檜垣　多久美 89 (49・40) ※ 青島　保始 97 (48・49) ※ 勝又　隆之 92 (46・46)

13131313位位位位 417417417417 14141414位位位位 418418418418 15151515位位位位 419419419419
柏木　和樹 81 (40・41) 中安　宏元 78 (38・40) 瀧　　　茂 78 (41・37)
大庭　雄一 82 (41・41) 鈴木　博 83 (41・42) 小山　　武 83 (45・38)
眞田　和久 84 (43・41) 橋本　　進 84 (43・41) 豊田　英伸 85 (44・41)
福富　順一 85 (41・44) 竹田　篤史 86 (42・44) 山本　法生 86 (47・39)
矢島　　真 85 (41・44) 小池　卓雄 87 (45・42) 塩澤　錠司 87 (48・39)

※ 杉山　龍治 94 (47・47) ※ 溝口　正泰 89 (47・42) ※ 濱　　信義 89 (44・45)

16161616位位位位 420420420420 17171717位位位位 423423423423 18181818位位位位 428428428428
五ノ井　正毅 80 (41・39) 大塚　正治 78 (39・39) 鈴木　　守 80 (39・41)
沢井　雅春 83 (42・41) 村野　文政 79 (41・38) 永田　剛士 84 (40・44)
大島　秀樹 83 (39・44) 池田　敏雄 86 (43・43) 小塚　和史 85 (43・42)
金岡　邦雄 87 (45・42) 堀内　芳洋 90 (48・42) 名倉　恵三 89 (44・45)
中村　勝則 87 (44・43) 小長井　啓太 90 (43・47) 小久江　正人 90 (41・49)

※ 竹下　　潔 88 (42・46) ※ 小原　秀天 98 (52・46) ※ 元場　正彦 98 (52・46)

19191919位位位位 430430430430 20202020位位位位 433433433433 21212121位位位位 434434434434
松浦　勝志 79 (41・38) 杉山　博祥 83 (38・45) 今井　健太郎 83 (39・44)
末　純一郎 82 (42・40) 豊田　昭行 84 (42・42) 中川　松男 86 (44・42)
片田　和男 82 (41・41) 加納　文夫 87 (42・45) 佐藤　修久 87 (46・41)
本田　　宏 91 (47・44) 鈴木　伸次 88 (43・45) 秋山　拓海 89 (41・48)
橋本　洋之 96 (49・47) 忠内　紀尚 91 (44・47) 萩原　則之 89 (41・48)

※ 小久江　満 97 (53・44) ※ 彦坂　克己 95 (46・49) ※ 山脇　義晴 92 (43・49)

22222222位位位位 437437437437 23232323位位位位 438438438438 24242424位位位位 441441441441
伊藤　俊行 79 (38・41) 尾崎　光昭 82 (41・41) 萩野谷　和彦 84 (41・43)
長島　正彦 82 (40・42) 村松　俊哉 87 (47・40) 鈴木　達男 85 (43・42)
松村　敏明 88 (43・45) 大村　弘司 87 (42・45) 池谷　雅義 88 (45・43)
村松　昭彦 92 (45・47) 清水　圭一郎 90 (44・46) 勝又　正範 89 (46・43)
宮原　昭二 96 (47・49) 中田　光高 92 (44・48) 保坂　文章 95 (43・52)

※ 青木　勝幸 108 (54・54) ※ 榛地　一之 93 (44・49) ※ 前川　　充 97 (48・49)

25252525位位位位 465465465465
鈴木　治夫 87 (44・43)
山本　文英 92 (44・48)
望月　　正 93 (49・44)
家本　孝生 95 (46・49)
大場　浩明 98 (50・48)

※ 松井　貞樹

開催日
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袋井袋井袋井袋井ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟 湖西湖西湖西湖西ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟

浜松市浜松市浜松市浜松市ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟ＢＢＢＢ 下田市下田市下田市下田市ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟

伊豆伊豆伊豆伊豆のののの国市国市国市国市ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟

藤枝市藤枝市藤枝市藤枝市ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟 小山町小山町小山町小山町ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟

裾野市裾野市裾野市裾野市ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟 磐田磐田磐田磐田ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟
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静岡市静岡市静岡市静岡市ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟ＢＢＢＢ

榛南榛南榛南榛南ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟

沼津沼津沼津沼津ゴルフゴルフゴルフゴルフ連盟連盟連盟連盟
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