
第12回静岡県アマチュアゴルフシニアチャンピオンシップ

・2019年11月11日（月）

・富嶽カントリークラブ

シニア 氏名 スコア MDシニア 氏名 スコア GDシニア 氏名 スコア

優勝 成田 朋正 37 優勝 渡邊 貞男　 37 優勝 石上 康郎 38
鈴木 昭彦 37 梅原 豊司　 37 吉田 博史 38

3 中村 　寛 38 3 土井 致萬 38 村上 正憲 38
4 藤田 義廣 39 杉山 博祥 38 4 野呂 昌孝 39

大石 俊雄 39 5 武田 達志 39 伊藤 利弘 39
石原 慎吾 39 江藤 晃好 39 勝間田 一男 39
冨樫 光也 39 7 駒田 文夫 41 芝田 栄司　 39

8 山﨑 徳雄 40 安達 光宣　 41 8 服部 克已 40
中川 雅義　 40 9 太田 　茂 42 山本 法生　 40
永田 剛士 40 10 高橋 宗近 43 渡邉 憲治 40
堀内 芳洋 40 渡部 龍彦 43 11 木俣 　弘　 41
山本 三千夫 40 渋谷 政治 43 12 立川 裕勝 42

13 山田 博俊 41 13 桑沢 啓治 44 田中 好信　 42
榊 　紀之 41 14 前畑 謙次 50 14 平山 晴雄 43
鎌田 勝己 41 松山 　進 棄権 安藤 　勤 43
石川 隆正 41 大塚 正治 棄権 広野 泰正 43

17 大村 宗志 42 17 濱  信義 44
中村 秀実 42 大橋 　勉 44
山崎 達也 42 鈴木 朝夫 44
大高 弘昭 42 20 山川 正春 45
林　 浩 42 池田 清志 45
新貝 一之 42 22 小池 卓雄 46

23 林 　育生 43 坂田 正明 46
髙橋 重司 43 24 伊藤 敏均 48
三橋 　寛 43 武田 正勝 48
中山 喜徳 43 26 高野 陽一 49
市川 　務 43 村松 賢次　 棄権
永桶 哲也 43
増山 隆彦 43

30 松村 敏明 44
神谷 昌宏　 44
渡辺 　徹 44
川崎 靖之 44
鈴木 直行 44

35 瀧 　　茂 45
齋藤 　勇 45
平本 重幸 45
殿岡 卓幸 45
落司 一富 45
吉田 洋一 45
鈴木 理功 45

42 吉越 　徹 46
佐野 富治 46 ※　順位の決定はマッチングスコアカード方式で決定
鈴木 秀幸 46
中村 憲司 46

46 木内 智之 47
青木 　剛 47
川原 　修 47
影山 敏裕 47
清水 寿夫 47

51 天野 秀一 48
52 宮司 保美 50
53 瀧澤 啓之 51
54 田邉 　勉 54

稲葉 　弘 棄権
山崎 雅文 棄権
半田 健二 棄権

※　悪天候の為ハーフ競技
・シニア　　　　　　　　　　アウトコース　（白鳥コース）
・ミッド・グランドシニア　インコース　　（宝永コース）

静岡県ゴルフ連盟


