
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
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◆この あつた場合などにより

8.l Sat  浜名湖CC

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

橋本 進   ク
゛
ランディ浜名湖7 :30 川島尚健  浜松日体高

水野真隆  浜名湖CC37 石山浩規  掛川市

CC藤澤義幸  菊川市44 吉日高大  浜松市

西村康二  静岡C浜岡C山剛健太郎  浜松市4 51

鈴木秀幸  ギ・フルストCC爾
~俊

樹  磐田市58 武扇専子久  湖西市

中村早千夫  浜名湖CC鈴木松男  藤枝GC8 :05 藤田大稀  浜松目体高

鈴木啓行   ミオス菊川CC岡田尚之   浜松市12 平松 繁   掛川市

名
~倉

恵二  掛川市持塚康志  浜松市藤田悠太郎 浜松日体中:19

田鳥井基成  ク
ヾ
ランディ浜名湖26 テ可

~弄~泰

成  慶應義塾大

FE川1時靖之  藤枝GC10 {33 清水慎吾  湖西市

吉川佳成  ク'シデイ浜名湖11 40 北原晶二  浜松市

12

田青島弘道  浜松市 天野秀一  静岡市13 54

岸本敦幸  静岡C袋井C深津幹彦  浜松市9 :01 石川桂吾   葛城GC14

飯 田 修   静岡C浜岡C河部敏彦  ク・ランテ
｀
ィ浜名湖15 08 高坂信一郎 浜松湖東中

平出賢司   浜松市石 田康典   藤枝(lC 中野雅文   相良CC16 15

安藤 勤  葛城GC伊故海豊宏 静岡C浜岡C 大村宗志  浜松シ封イドGC17 22

小池卓雄  浜松CC 齋藤丈博  静岡C浜岡C29 和田充弘  葛城GC18

川島泰員|1  静岡('島 田GC 柳原 史  浜松市36 加藤寛美  サ・・フルストCC19

金原光晴  静岡C浜岡(:袴田佳秀  掛川グリーンヒル20 43 山田汐莉   富士チサンCC

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

7  :30 阿部羽流斗  焼津大富中 山本 淳   湖西市 荒  悟  浜松市

37 大嶋博之  す・・フルストCC 村田真一郎  三本の里CC 松村敏明  藤枝GC

44 吉原雅之  浜松市 松田吉洋   静岡C袋井C 天高弘昭  浜松シーサイドGC

51 平松陸都  日本体育大 平野和行   浜松CC 山本法生   静岡C浜岡C

58 高柳淑稔  浜松市 千原裕輝   磐田市 村松賢次  藤枝GC
8  105 渡辺 徹  湖西市 高柳慎一  浜名湖CC 細川悦男  御前崎市

12 永田愛梨  浜松南陽中 鈴木崇由  静岡C‐浜岡C 藤田健一  浜松市

19 丹羽泰誠   浜松目体高 梅原隆義  掛川グリーンヒル 加藤弘行  浜名湖CC

26 川井敏行   藤枝GC 永田充保  島田市 属ラ1正華  御前崎市

10 33 鈴木涼馬  掛川東高 内山一浩   浜松市 忠内紀尚  湖西市

11 40 佐藤 歩  浜松日体高 遠藤太朗  り′ヾ―富士CC 瀧洋啓之  浜松市

12 :47 小楠佳子  二木の里CC 木野博英  サ・゙フルストCC 小野 田直人  焼津市

13 54 近藤百 菜々 浜松市 池田寿弘  湖西市 中原 由雅   掛川市

14 9 101 石田哲也  湖西市 栗 田明秀   島田市 黒滝昭友  菊川CC
15 08 池谷文孝   焼津市 ニツ矢賀保 湖西市 大場和明  静岡C袋井C

16 15 大島秀樹   浜松シーサイド(〕C 野呂昌孝  浜松市 杉本 圭   富士チサンCC

17 22 大村桃葉  日本体育大 大西郁雄  静岡C浜岡C 加藤高士  湖西市

18 29 神田悠貴  浜松口体高 井 口浩利   豊岡国際CC 八木 宏   藤枝GC
19 36 難波大翔   浜松 H体高 小澤 忍   掛川グリーンヒル 恵川峰夫   レイク浜松CC

20 43 杉山勝明  静岡C浜岡C 山本暁貝11  浜松市 村上正憲  静岡C袋井C

◆予選通過人数は当日発表いたします。

競技委員長  中村 泰紀
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