
セキスイハイム東海CUP
第49回 静岡県アマチュアゴルフ選手権大会 2次予選会

10.15 Thu  朝霧シ
゛
ヤンホ

・
リー

OU丁 甲斐

IN 駿河

◆この組合せは、欠場者があった によ 変更することがある。

No. スタート 氏 名 (所 属) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 )

7 :00 松浦勝志  静岡C浜岡C 川 口 徹   沼津GC 村田君夫  修善寺CC
川上哲司  富士宮GC 水 口英之  三島市 内田勇人  沼津国際CC
秋山雄貴  愛鷹600ク ラガ 山本秀 昌  沼津GC 前日高志  朝霧ゾャンホ

゛
リー 石原慎吾  富士官GC

:24 古澤泰樹   清水第七中 望月寿洋   富士市 高木貴英   長泉町 中村秀実   浜松CC
32 野長瀬史朗  藤枝GC 芹澤浩二  富士エースG 三上光彦   富士箱根CC 岩崎寛之  伊豆にらやま

40 岡田大輔  専修大 佐藤 淳  り′ヾ―富士cc 山川 由馬   沼津市 鈴木昭彦  三島CC

48 丸山泰輝   ルネサンス高 北古味 容  富士富市 吉村公成   裾野市 山本喜伸  富士箱根CC
56 伊豆の国市 伊勢川芳治  朝霧シ

゛
ャンホ

゛
リー 佐藤栄祐  御殿場市 林 融   豊岡国際CC

8  :04 橋口 琢  静岡市 松下聡武   富士チサン∝ 秋山拓海  愛鷹600クラデ 藤田健一   浜松市

10 12 藤田 誓  星陵高校 百瀬哲也  伊東CC 和田康弘   富士チサンCC 森  昌俊   フジ天城GC

11 20 田辺 虎1  山梨学院大 手塚哲秀  大熱海国際G 山上玄明   富士チサンCC 白井信明  愛鷹600ク ラデ

12 28 鈴木翔也  富士宮市 北野拓也  富士箱根CC 中村哲勇  伊豆スカイライン 北本辰雄  修善寺CC
13 36 白井栄輝   富士市 米津雄太   富士市 田京秀一   伊東CC 梅原豊司  富士宮GC
14 44 澁谷拓美  森町 橋本安生  サ` フルストCC 塩川賢二  修善寺CC 堀川岳晴   静岡C袋井C

15 52 黒田大智  駒澤大 芹澤広俊   裾野市 日吉一智   伊東CC 平田泰博   沼津GC
16 9 :00 内山愛梨   浜松商業高 小林祐介  富士チサンCC 吉江泰三   フジ天城GC 佐野浩司  伊豆にらやま

17 08 佐藤 もも  慶應義塾大 勝又敏雅  裾野市 榊 紀之  静岡市 中跡朝臣  富士見ヶ丘CC

18 16 宮川大輝   青山学院大 吉田 周   静岡市 久保田光男 富士チサンCC 加藤忠男  清水町

19 24 野寄 翼  御殿場原里中 阿部 和 生   ホロンGC 芦川英樹   富士官GC 望月 大   富士チサンCC

20 32 上原康平   日本大学 泉 田祥唯   伊東市 井口 学  東名CC 勝亦弘明  富士宮市

21 40 高羽玲太  三島GC 渡辺克彦   フジ天城GC 佐藤仁孝   富士市 竹内浩典   富士小山GC

No. スタート 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 )

7  :00 八巻朋義   沼津GC 栗原克明  富士市 山中慎也   静岡市

08 木村龍之介  静岡学園高 山本晃平   伊豆にらやま 望月秀一  リバ―富士Cc 榊原直樹   清水町

16 大石剛士   富士見ヶ丘CC 中田公威   熱海市
竺谷英サ   杏

平洋C御殿 渡退元嗣   富士チサンCC

24 勝亦優甫  沼津GC 山本武雄   修善寺CC 中村  寛   富士エースG 勝又英文   朝霧シ
゛
ャンボリー

32 立田陽太郎  富士市 近藤晋次   静岡市 佐野富治   富士宮GC 平田良彦  沼津GC
40 松山りな  富士見高 沼津市渡邊浩 岸 友久   三木の里CC 平井寛章  豊岡国際CC
48 村上瑞希   富士国際GC 滝本邦彦  ク

゛
ランディ浜名湖 渡邊憲治   富士宮GC 曽根大介   豊岡国際CC

56 池谷駿介   星陵高校 源 憲資  東名CC 杉本恵介  沼津市 三浦晋平   沼津国際CC
8  :04 野木崇広   富士宮市 伊藤丈詞   磐田市 西嶋輝将   富士チサン∝ 高橋重司  東名CC

10 12 犬飼泰我  伊東南中 世古一雄   富士グリツヒル 猛倉竜之  静岡市 中川雅義‐  富士宮GC
11 20 高橋義将  富士市 小野正義  修善寺CC 佐野竜也   富士宮市 堀内芳洋  朝霧ゾャンざリー

12 28 鈴木重隆  伊豆の国市 丸山恭司  富士平原GC 後藤一久  裾野市 鈴木理功  大熱海国際G
13 36 小林洋平   富士市 杉山貴昭  静岡市 高橋弘幸  伊東CC 坂田広一  東名CC
14 44 貞方芳仁  沼津市 高田武徳  富士国際GC 大塚俊郎  静岡市 柏本和樹  裾野市

15 52 難波大翔   浜松日体高 黒田康友   富士チサンCC 三上悦夫   静岡C浜岡C 江藤晃好   沼津GC
16 9  :00 小井俊英  富士宮市 大木秀晃   三島GC 阿武野貴弘  伊豆にらやま 早川 毅   富士箱根CC
17 08 荘野春樹  藤枝市 杉田秀幸  函南GC 山崎徳雄  キ

゛
ャッツヒ

゛
イGC 土井致高  り′ヾ―富士CC

18 16 勝亦翼太  クラーク静岡高 岩間 渉  富士チサンCC 芹澤真一  沼津GC 小原秀天  富士宮GC
19 24 遠藤雄一   御殿場市 石垣匡浩   静岡市 勝亦倫也  沼津GC 木村 博  沼津国際CC
20 32 山本暁則   浜松市 渡辺一久  御殿場市 榊原健太郎 静岡市 池ヶ谷善男 吉田町

・予選通過人数は大会当日発表いた します。

競技委員長  高田 安和


