
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 予選会

7.16 Thu 沼津GC
愛鷹

伊豆

この組合せは、欠場者 った

◆予選通過人数は当日発表いたします。

競技委員長  高田 安和

氏 嘔 (所 属 ) 氏 名 (所 属)蘭 . スタート 氏 名 (所 属) 氏 名 (所 属)

岩間祐介  り′ヾ―富士CC 松下聡武   富士チサンCC 自井信明  愛鷹600ク″
゛

7 :30

渡辺徳充  富士市 鈴木 栄  沼津GC 柏木和樹  裾野市

仲田直也  沼津GC 小野正義  修善寺CC 渡辺直樹  富士宮GC
村田君夫  修善寺CC 泉田祥唯  伊東市 大城 博  沼津GC

8  :02 斉藤昌彦  東名CC 桑山義之  伊東市 日吉一智  伊東CC
:10 古澤泰樹   清水第七中 金子恵一朗  沼津市 杉山祥二  修善寺CC

松下慎一   静岡市 百瀬哲也   伊東CC 久保 田光男  富士チサンCC

名倉竜之  静岡市 滝本邦彦  ク・ランディ浜名湖 石原慎吾   富士官GC
34 小林洋平  富士市 梅原臣容  沼津GC 北古味 容 富士官市

10 :42 小井俊英  富士官市 大木秀晃  三島GC 勝亦優甫  沼津GC
11 50 勝亦翼太  クラーク静岡高 佐野竜也  富士宮市 山本晃平  伊豆にらやま

12 小野 靖  沼津市 渡辺克彦  フジ天城∝ 江藤晃好  沼津GC
岩崎寛之  伊豆にらやま13 9 :06 佐野富治   富士宮GC 木村 博   沼津国際CC

14 海野志郎  富士宮GC 内田勇人   沼津国際CC 渡邊元嗣  富士チサンCC

15 山上玄明   富士チサンCC 水口英之  三島市 加藤至康  富士富GC
中村哲勇   伊豆効イライン 佐野浩司  伊豆にらやま 土井致高  リハ―゙富士CC16 30

Nα スタート 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 )

7  :30 静岡市佐藤真一 伊勢川芳治 朝霧シ
゛
ャンホ

｀
リー 高木貴英  長泉町

立田陽太郎 富士市 世古一雄  富士グリーンヒル 塩川賢二  修善寺CC
修善寺 CC酒井祐 勝俣 充  リハ・―富士∝ 西嶋 )軍将   富士チサン∝

内田将彰  伊豆市 吉越  徹   富士市 芦川英樹   富士冨GC
8  :02 森田邦裕  東名CC 杉本恵介  沼津市 山峙徳雄  キ

゛
ヤッツビイ∝

斉藤譲一  東名CC 加藤益章   伊豆スカイライン 中川雅義   富士官GC
:18 野長瀬史朗 藤枝GC 矢後優介   レングラント∝ 佐野昌孝   朝霧シ

‐
ャンホ

｀
リー

26 西澤良平  長泉町 宮内良二   伊豆にらやま 川ロ イ散  沼津GC
34 中谷満昭  三島市 杉本秀樹  伊豆にらやま 吉田 周   静岡市

10 :42 小林祐介   富士チサンCC 勝又敏雅  裾野市 佐藤 淳  り′ヾ―富士cC

11 50 加藤忠男   清水町 日向秀二  沼津市 加茂孝明   富士チサンCC

12 :58 勝亦弘明  富士宮市 天野秀一  静岡市 平田泰博  沼津GC
13 9 :06 北本辰雄  修善寺CC 山川 由馬   沼津市 川上哲司   富士宮GC
14 14 吉江泰三   フジ天城∝ 坂部昌宏  沼津市 小原秀天   富士宮GC
15 22 大野 聡   沼津市 渡邊憲治   富士宮GC 勝又英文  朝霧シ・ャンホ

゛
リー

16 :30 榊原直樹   清水町 杉山貴昭  静岡市 高羽玲太  三島GC
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