
第 49回 静岡県アマチュアゴルフ選手権大会 予選会 M
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85池 田光正 イケダミツマサ 99(55,44)

中谷 満昭ナカタニミツア 99(5L48)

斉藤 譲― サイトウブョウ 99(49,50)

88田邊 利雄 タナヘ'トシオ 100(53,47)

宇田 朋幸 ウダトモユキ 100(52,48)

90斉藤 昌彦 サイトウマサヒ 105(55,50)

91望月寿樹 モチゾキトシキ 111(61,50)
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1 佐野 浩司サノヒロシ  72(38,34)

犬飼 泰我 イヌカイタイカ' 72(38,34)

3 鈴木 理功 スズキマサヒト 73(38,35)

岩間 渉 イワマワタル  73(37,36)

5 前日高志 マエダタカシ 75(41,34)

丸山泰輝 マルヤマタイキ 75(37,38)

7 三上 光彦 ミカミミツヒコ  76(40,36)

二藤 浩政 ニトウヒロマサ 76(39,37)

中村 寛 ナカムラヒロシ 76(39,37)

高橋 重司 タカハシシケ' 76(38,38)

11 ‐早川 毅|ハヤカワタケシ 77(37,40)

12 栗‐原 克明 クリハラカツア 78(41,37)

田辺 虎 タナヘ`タイガ 78(37,41)

14山本 喜伸 ヤマモトヨシ 79(43,36)

芹澤 広俊 セリザワヒロト 79(42,37)

上原 康平 ウエハラコウヘ 79(42,37)

木村 龍之介 キムラリュウ 79(42,37)

望月 :大 モチゾキユタカ 79(41,38)

19 松谷 英樹 マツタニヒデキ 80(42,38)

20 白井 栄輝 シライヒデキ 81(44,37)

松山 りなマツヤマリナ  81(44,37)

杉田秀幸 スギタヒデユ 81(43,38)

芹澤 真一 セリデワシンイ 81(43,38)

内山愛梨 ウチヤマアイ 81(42,39)

小井 俊英 コイトシヒデ  81(40,41)

後藤 一人 ゴトウカズヒサ 81(39,42)

27山本 武雄 ヤマモトタケオ 82(48,34)

小林 r「平 ユ′ヾヤシヨウ  82 (44,38)

三浦 晋平 ミウラシンヘ
°
イ 82 (44,38)

30 ″京、 芸豪資 ミナモトケンシ
｀
  83(47,36)

丸山恭司 マルヤマキョウ 83(44,39)

佐藤 仁孝 サトウヨシタカ 83(43,40)

和国康:弘 ワダヤスヒロ 83(43,40)

近藤 晋次 コンドウシンシ 83(39,44)

35 秋山拓海 アキヤマタクミ 84(43,41)

世古一雄 セコカズオ 84(43,41)

遠藤雄一 エンドウユウイ 84(43,41)

村田君夫 ムラタキミオ 84(43,41)

杉本 恵介 スギモトケイス 84(42,42)

橋口 ]家 ハシグチタク  84(42,42)

貞方 芳仁 サダカタヨシヒ 84(37,47)

42高橋 弘幸 タル シヽヒロユ 85(46,39)

42平田 良彦 ヒラタョシヒコ 85(44,41)

吉村 公成 ヨシムラキミナリ 85(44,41)

1ヒ野 拓也 キタノ妙ヤ  85(43,42)

手塚 哲秀 テゾカテツヒデ 85(43,42)▲

高田武徳 タカダタケノリ 85(4L44)日
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山崎 達也 ヤマザキタッヤ 86(44,42)

梅原 臣容 ウメハラタカヨシ 86(42,44)

51 海野 文彰 ウンノフミアキ  87(48,39)

若月 秀一 ワカツキシュウイ 87(45,42)

吉永 聡 ヨシナガサトル 87(45,42)

森田 邦裕 モリタクニヒロ 87(45,42)

勝亦 弘明 カツマタヒロアキ 87(45,42)

今野 芳一 イマノヨシカズ 87(44,43)

鈴木 隆則 スズキタカノリ 87(42,45)

勝亦 翼太 カツマタヨウタ 87(41,46)

59山之内 祐次 ヤマノウチユ 88(46,42)

池谷 駿:介 イケヤシュンス 88(46,42)

佐野 拓也 サノタクヤ  88(45,43)

鈴木 朝夫 スズキアサォ 88(45,43)

岩間 祐介 イワマユウスケ 88(41,47)

64河部 清人 カワヘ'キヨト 89(50,39)

藤井 大介 フン'イ タ
｀
イスケ 89(46,43)

後藤 新 ゴトウアラタ  89(45,44)

67金子 恵一朗 カネコケイイ 90(49,41)

小松 口青信 コマツハルノフ' 9o(46,44)

69藤田 誓 フプタチカイ  91(48,43)

酒井 祐ニ サカイユウシ' 91(48,43)

高橋 清崇 タル シヽキヨタ 91(47,44)

高橋 義将 タカハシヨシマ 91(44,47)

秋山 雄貴 アキヤマユゥキ 91(43,48)

74 石澤 吉紀 イシサ
｀
ワヨシノ 92(49,43)

内日 将彰 ウチグマサアキ 92(46,46)

勝又 敏雅 カツマタトシマ 92(46,46)

77二L,塁 IE明 ツチヤマサアキ 93(49,44)

カロ藤 1益章 カトウユキタカ  93(49,44)

高
"島

 :享 タカシマトオル  93(48,45)

80菊地 康友 キクチヤストモ 94(54,40)

田村 紀雅 タムラノリマサ 94(49,45)

82神 田 直也 カンダナオヤ 95(55,40)

83桑沢 啓治 クワデワケイシ'97(53,44)

84 金令木 イニスズキヒトン   98(49,49)
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