
◆葛城ゴルフ俱楽部（宇刈コース）　Ｐａｒ７２　　 Bグリーン

組 スタート 選手名 （所属） 選手名 （所属） 選手名 （所属） 選手名 （所属）

1 7:30 鳥井 基成 グランディ浜名湖 冨樫 光也 浜松市 加藤 至康 富士宮GC

2 7:38 影山 敏裕 浜松CC 小原 秀天 富士宮GC 中野 雅文 藤枝市

3 7:46 山本 武雄 伊豆市 今川 　保 静岡市 渡辺 直樹 富士宮GC 鈴木 將夫 浜松CC

4 7:54 平岡 　力 富士ロイヤル 藤本 一浩 静岡C浜岡 太田 義隆 富士箱根CC 本田 義宗 函南GC

5 8:02 諸星 幸政 西伊豆町 滝本 邦彦 グランディ浜名湖 齋藤 　勇 静岡C島田 神谷 昌宏　 掛川グリーンヒル

6 8:10 名倉 恵三 掛川市 松田 吉洋 静岡C袋井 林 　育生 藤枝GC 大村 亮宏 浜松CC

7 8:18 瀧澤 啓之 浜松市 八木 晃道 静岡C袋井 松村 敏明 藤枝GC 木梨 雅夫 菊川市

8 8:26 望月 正人 葛城GC 中村 憲司 富士見ヶ丘CC 安藤 　弘 富士宮GC 鈴木 省司 レイク浜松CC

9 8:34 益井 秀次 ザ・フォレストCC 百瀬 哲也 伊東CC 植田　透 浜松市 大村 宗志 浜松シーサイド

10 8:42 中山 喜徳 藤枝市 大久保 茂治 掛川市 榊 　紀之 静岡市 井口 浩利 豊岡国際CC

11 8:50 石川 桂吾 葛城GC 牛場 啓之 藤枝市 井口 路朗 富士チサンCC 中村 秀実 浜松CC

12 8:58 吉本　功 静岡市 近藤 善英 菊川市 佐藤 友行 愛鷹600 中村 　寛 富士エースGC

13 9:06 杉山 　晋 静岡市 渡会 成浩 ホロンGC 堀内 芳洋 朝霧ジャンボリー 永田 剛士 浜松シーサイド

14 9:14 西風 秀樹 浜松CC 村松 　隆 富士市 川島 信二 富士見ヶ丘CC 岩本 在治 レイク浜松CC

15 9:22 大瀬 眞人 リバー富士CC 吉越 　徹 富士市 宮司 保美 浜松CC 内田 孝男 葛城GC

16 9:30 林　哲也 小山町 松下 晴彦 グランディ浜名湖 袴田 隆義 湖西市 清水 道徳 富士宮GC

17 9:38 天野 秀一 静岡市 佐藤 寿昭 富士市 三橋 　寛 浜松シーサイド 鈴木 昭彦 三島CC

18 9:46 岩本 　強 静岡市 栗下 佳丈 ミオス菊川CC 室伏 成樹 愛鷹600C 成田 朋正 豊岡国際CC

19 9:54 山崎 將典 静岡市 松下 一晴 浜松CC 中川 雅義　 富士宮GC 落司 一富 ホロンGC

20 10:02 鈴木 宏洋 三木の里CC 大高 弘昭 浜松シーサイド 青木 　剛 豊岡国際CC 飯澤 亜樹　 三島CC

21 10:10 狩野 隆是 ミオス菊川CC 坂本 勝利 富士見ヶ丘CC 増田 寛之 浜松シーサイド 喜田 賢司 浜松CC

22 10:18 村田 真一郎 三木の里CC 平本 重幸 掛川グリーンヒル 佐野 富治 富士宮GC 佐々木 清士 静岡C浜岡

23 10:26 大牧 　貢 富士見ヶ丘CC 鈴木 秀幸 ザ・フォレストCC 伊故海 豊宏 静岡C浜岡 伊藤 元之 グランディ浜名湖

☆ミッドシニア/グランドシニア　(組み合わせは混合)

組 スタート 選手名 （所属） 選手名 （所属） 選手名 （所属） 選手名 （所属）

1 7:30 青島　誠 三木の里CC 鈴木 代志喜 ザ・フォレストCC 渡邉 昌明 フジ天城CC

2 7:38 和田 英孝 掛川市 鈴木 松男 藤枝GC 伊藤 眞次 三木の里CC

3 7:46 高柳 秀孝 三木の里CC 平田 良彦 沼津GC 菊地 一芳 裾野市 小池 卓雄 浜松CC

4 7:54 池本 安夫 浜松市 加藤 邦利 東名CC 渡部 龍彦 伊豆にらやまCC 八木 　宏 藤枝GC

5 8:02 渡邉 伸一 フジ天城GC 山川 正春 浜松市 芝田 栄司　 静岡よみうり 宮木 末雄 ザ・フォレストCC

6 8:10 前畑 謙次 富士チサンCC 池田 清志 静岡C島田 駒田 文夫 藤枝市 村上 正憲 静岡C袋井

7 8:18 田中 孝教 葛城GC 石原 慎吾 富士宮GC 成岡 利仁 静岡C島田 増田 賢治 焼津市

8 8:26 清 　薫 太平洋C 鈴木 朝夫 湯ヶ島CC 山﨑 嘉幸 御殿場市 吉田 博史 ミオス菊川CC

9 8:34 𠮷岡 道隆 太平洋C 伊藤 利弘 いなさGC 土井 致萬 リバー富士CC 小久江 正人 葛城GC

10 8:42 山田　栄 三島GC 市川 隆義 グランディ浜名湖 渡邊 貞男　 リバー富士CC 鈴木 政弘 湖西市

11 8:50 袴田 康和 グランディ浜名湖 太田 　茂 豊岡国際CC 濱   信義 静岡C浜岡 神戸 庄二 葛城GC

12 8:58 柴田 剛 ザ・フォレストCC 長谷川 泉 グランディ浜名湖 青島 保始 静岡C浜岡 髙橋 重司 東名CC

13 9:06 村松　寛 ザ・フォレストCC 川島 幸弘 浜松市 倉田 誠 浜松CC 服部 克已 静岡C浜岡

14 9:14 小澤 順一 レイク浜松CC 渡邉 憲治 富士宮市 野呂 昌孝 浜松市 橋本 　進 グランディ浜名湖

15 9:22 高橋 宗近 浜松シーサイド 中安 宏元　 豊岡国際CC 加藤 平三郎 ホロンGC 安藤 　勤 葛城GC

16 9:30 松本 　昇 豊岡国際CC 武田 正勝 静岡C浜岡 大西 郁雄 ミオス菊川CC 杉山 博祥 浜名湖CC

17 9:38 江藤 晃好 沼津GC 安達 光宣　 リバー富士CC 近　 　広 グランディ浜名湖 山本 法生　 静岡C浜岡

18 9:46 藤田 義廣 三木の里CC 山本 三千夫 静岡C浜岡 渡邉 元嗣 富士チサンCC 中村 俊治 豊岡国際CC

19 9:54 石川 隆正 南富士CC 渋谷 政治 浜松CC 梅原 豊司　 富士宮GC 山崎 雅文 葛城GC

20 10:02 平田 泰博 沼津GC 木俣 　弘　 豊岡国際CC 杉山 勝明 静岡C浜岡 田中 好信　 浜松CC

※この組合せは、欠席者などがあった場合当日変更することがあります。
※ハーフ終了後休憩が入ります。
※クラブハウスレストランは朝の営業はしていません、アウト・インスタートハウスで軽食の販売をしています。

競技委員長 中村泰紀　　　　　　
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