
第 47回 静岡県アマチュアゴルフ選手権大会 2次予選会
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野寄 礼我 カリライガ

増日圭介 マスタ
｀
ケイス

伊藤 丈詞 イトウタケシ

若乗 紳一貴トワカナシン

松原 明守 マツハ`ラアキ

渡辺 宏次 ワタナヾ コ

若林 秀樹 ワル 'ヽヤシヒ

中村 彰 ナカムラアキラ

青木 裕ニ アオキユウシ
車

小オ南IEMオク'ス マサキ

向川 勝利 ムカイガワカツ

石日 翼 イシダツパサ

瀧田和司タキダカズシ

中山翔太 ナカヤマショウ

杉出博枠 スギヤマヒロヨ

殿岡 卓幸 トノオカタカユ

村田 崇 ムラタタカシ

持塚 康志 モチツ
｀
カヤス

犬飼 泰我 イヌカイタイカ
車

恵)11峰夫 劫 フミネオ

鈴木 省司 スス
°
キショウシ

出下 現史 ヤマシタアケ

山口賢哉 ヤマク
｀
チケン

本下 俊―いキシタシュンイ

)11島 泰Rllカ ワシマヤスノ

柴日 明秀 シアヽ'タ アキと

堀サ|1雪花 ホリカワハす

中村 裕也 ナカムラユウヤ

エ藤 悦男 外リヨシオ

神田悠貴 カンダハ産

落合 干田オチアイカス
°
シ

宮本 高一 ミヤモトコウ

/1W幸  羅Iオサ
｀
ワシノフ'

多朝標 勤Ⅲアンドウツトム

星野 健斗 ホシノケント

大関 昌典 オオセ
車
キマサ

上野 信治 ウエノシンシ
｀

三球喬 算Eミツハシヒ,シ

林 育生 ハヤシイクオ

石日康典 イシダヤスノリ

松永 健志 マツナカ
｀
タケ

大村 桃葬電オオムラモモハ

桑原 智樹 クワハラトモキ

袴日佳秀 ハカマタヨン

本寸上 正憲 ムラカミマサノリ

藤田 誓 アプタチカイ

78杉山貴昭スギヤマタカア

真崎 新 ‐マサキシンイチ

榛i也 一之シンチカス
や
ヨシ

71ヽ 山 武 コヤマタケシ

/1ヽ 糸 基夫コイトモトオ

90藤田健一 フシ
｀
タケンイチ

療ナ|1正幸 ヒロカワマサユ

吉村 弘哲 ヨシムラコタテ

喜田賢司キダケンプ

刀ヽ▼署)原一‐オサ
Sワ

シ
↓
ュン

大庭 秀樹オか
】
ヒデキ

布施 正和フセマサカス
°

/1ヽ塚 和宅主コツ
｀
カカス'シ

池容 文孝 イケカ
や
ヤフミタ

池ヶ谷 善男 イケガヤヨ

福井 浩ニフクイコウシ
ヤ

名倉 恵三十ク=ラ ケイノ'

大本寸宗志オオムラムネユ

103松 山修― マツヤマシュウ

藤田義療フプタヨシヒロ

松下 卓哉 マツシタタクヤ

村田真一部 ムラタシン

平尾 雄彦 ヒラオカツヒコ

山本 享 ヤマモトススム

黒田大智クロタ'ダイチ

110谷 田―平タニク
｀
チイッヘ

石夕|1隆Iインカワタカマ

高柳 慎一‐タカヤナキ'シン

青池 清美 アオイケキヨミ

永田充保 ナカ
｀
タミツヤス

松村 敏明マツムラトシア

井用路朗イク
や
チミチアキ

平松 陛都とラマツツクト

堀 康宏 ホリヤスヒロ

宮田勝也 ミヤタカツヤ

120瀧田泰弘タキダヤスと,

杉本 秀村 スキ
や
モトヒテ

｀
キ

寺

"|1勝

一‐イチカフマサカ

加藤 寛美 カトウヒロミ

安達 光宣 アダチミツノ

堀 大吾 ホリダイユ`

126井 田治lllイク
｀
チLPトシ

126佐藤 光雄 サトウミツオ

野呂 昌孝 ノロマサタカ

中山 喜徳 ナカヤマヨンノ

藤本 一浩 フシ
や
モトカス

°
と

)11的島茅亭史 カワシマヒテ
や
フ

飯田 修 イイダオ払

犬石 勝 イヌイシマサル

金子 武志 カネユタケシ

135瀧澤 啓之 タキサ'ワ ヒロユ

深津 幹彦 フカツミキヒコ

71ヽ北Ll舘章多コイケミチアキ

伊藤 光寿 イトウミツトシ

139岩 田浩ニ イワタヨウブ

渡辺 直梅十ワタすへ
°
ナオキ

秋山保幸 アキヤマヤスユ

142池本 安夫 イケモトヤスオ

143渡辺 一久 ワタナヘ
や
カス

｀

新貝 武士 シンカイタケ
/1ヽ 林 E典 コハ'ヤシマサノ

大車 正雄 オオクサマサオ

147河部 清人カワヘ`キヨト

148鈴ラト敏彦
'ス

ス'キ トシヒコ

小野田和之オノダカズ

150平テ己岡け多ヒラオタケヒコ

館  俊樹 タチトシキ

蒲す也藤―‐カマチトウイチ

153イ左藤  ヤ事サトウシ'ュン

154梶,ラヽ安全ニハシモトヤスオ
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大高 弘1召 オオタカヒロア

片山達朗 カタヤマタツロツ

金原 光晴 キンポラミツハ

原木 売「l‖  ハラキカツノリ

仲西 郷 ナカニシヨ'ウ

半田健ニ ハンダケンシ
。

鈴木 格夫 スス・キマサオ

半場 喜巳信 ハンハ
°
キミ

55 石原 慎吾 イシハラシンヨ「

伊藤 元之 イトウモトユキ

渡選 貴由フタナヘ
や
タカヨ

飯田治幸 イイダハルユキ

橋本 進 ハシモトススム

笠原 康義 カナハラヤスヨ

平本 健吾 じモトケンコ
卓

62佐藤 昭彦 サトウアキヒコ

齋藤 丈博 サイトウタケヒロ

澤木 健至 サフキタケシ

曽我 清 ノガキヨシ

本寸松 費次 ムラマツケン

細ナil悦男 ホノカフエツオ

丹】弓泰誠 ニフタイセイ

冨樫 光也 トカ
｀
シミツヤ

鈴木 啓行 スス
°
キヒロユキ

岡本 大亮 オカモトダイス

石)|1構吾 イシカワケイコ
や

八木 宏 ヤキ
｀
ヒロシ

杉山 守 スギヤママモル

下村 智宏 シモムラトモヒロ

三井 立 ミツイワタル

カロ藤 優一―カトウユウイチ

78植野 暁彦 ウエノアキヒコ

山本  大 ヤマモトタカシ

山本 三千夫 ヤマモトミチ

服部 克己 ハットリカツミ

金 環 r‐ キムキョンシ
車
ャ

石上康Rト イシカ
Sミ

ヤスロ

高柳 辰三ニタカヤナキ
｀
タツ
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