
組 スタート 組 スタート

1 7:46 森  昌俊 二藤　浩政 髙木　貴英 石橋　立也 1 7:46 鈴木  將夫 藤田  義廣 市川  勝一 後藤　克明

2 7:53 本田　義宗 小池　紳一郎 望月  秀一 石川  隆正 2 7:53 栗原　克明 真崎　新一 松山　修一 杉本　和也

3 8:00 廣瀬　宏二 佐藤　脩 馬渡　務 大橋　勉 3 8:00 増田  幸綱 新井  康功 佐藤　寿昭 磯野　光

4 8:07 長友  健太 一杉　開 松浦　安洋 勝海　直樹 4 8:07 市川　務 久能　大紀 千代　幸嗣 福井　政史

5 8:14 佐野　竜也 今井　章広 井野上 正俊 保田　義倫 5 8:14 平岡　正 平岡　力 森田  匡雅 藤井  清次

6 8:21 田村  和之 川島  泰則 丸山　大 勝亦　恒太 6 8:21 日吉  一智 柏木  和樹 望月  克彦 木内  賢治

7 8:28 大中　雄介 狩野　貴彦 平田　司 桑原　智樹 7 8:28 名倉　由衣 田邉　久惠 岩崎　直美 倉田　喜美子

8 8:35 佐野  富治 中安  宏元　 植松　強 後藤　凌太 8 8:35 本田　正美 朝日　紋伽 市橋　都 後藤　典子

9 8:42 井口　学 飯澤　亜樹 鈴木　春晴 福本　竜也 9 8:42 鈴木　京子 藤原　信子 平田  富及 御園生 美樹

10 8:49 杉本　圭 井上　佳一 遠藤  太朗 小林 　奨 10 8:49 渡會　恵 海野　幹子 村松　靖子 風間　友美子

11 8:56 小林 　一三 成田　朋正 伊藤　元之 伊藤　倫仁 11 8:56 岩﨑　志保 篠木　貴子 入野  己弥代 笠井  久子

12 9:03 長阪 良造 重久 九門 柳井　育生 遠藤　忠憲 12 9:03 石原  貴子 久能  小煕 河村　三枝 小楠　佳子

13 9:10 石原　慎吾 佐藤　光雄 長塚　忠士 大石　博志 13 9:10 甲斐　るみ子 市川　直美 片平　和美 植田　祐佳

14 9:17 藤井　大介 伊藤　俊行 鈴木  春雄 石井　健 14 9:17 平野　範子 金　璟子 山本　初美 諏訪部　里枝

15 9:24 原木　克訓 田京　秀一 松井　郷 青木　邦夫 15 9:24 佐々木　清士 木梨　雅夫 宮下　健 大木　竜志

16 9:31 名倉  竜之 藤崎  宗和 山崎　元貴 大須賀 司 16 9:31 山本　欣宏 小出　陽祐 山田  博俊 矢田  博利

17 9:38 渡会  成浩 落司  一富 大牧　貢 栗原　昌博 17 9:38 松下　卓哉 藤本　一浩 桑山　義之 高橋　慎一

18 9:45 池田　光正 中跡　朝臣 望月  大輔 西田　幸弘 18 9:45 岩﨑　潤一 牧野　年男 平松　智満 山下　明史

19 9:52 寺岡　一城 杉本　耕太 佐藤　昭彦 田村　嘉宏 19 9:52 加茂　孝明 小笠原　康弘 稲口　拓哉 植野　暁彦

20 9:59 清水　道徳 阿部　和生 福井　秀明 杉本　知範 20 9:59 梅原  豊司　 土井  致萬 野木　崇広 門澤　数也

21 10:06 小山 　武 金森  祐介 鈴木  研 曽我  清 21 10:06 杉山  博祥 神戸  庄二 山本　法生 池ヶ谷富士夫

※セルフ 22 10:13 安達  光宣　 関根  淳一 宮司  保美 影山  敏裕

※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。
※ハーフ休憩が入ります。

※組み合わせは代表者のみに発送しています。

※ハーフ終了後、ラウンド終了後アテスト前に　　必ず　　手洗い・うがい・手の消毒を行ってください。

◆　距離　　ダブルス　6.411y　シニア　6.123y　　PAR72　／　女子ダブルス　5.485y　　　女子シニア　5.204y　　ＰＡＲ72

【アウト】 【イ　ン】

選手名 選手名 選手名 選手名

◆　会場　　小田急西富士ゴルフ倶楽部　

第1１回静岡県ダブルスゴルフ大会・女子ダブルスゴルフ大会

・新型コロナ感染予防の為、表彰式は行いません。成績表は当日中に県ゴルフ連盟ホームページに掲載します。
・アテスト終了後各自解散となります、入浴、着替えが終わったら速やかに帰宅してください。
・入賞者のトロフィー等については代表者あてに後日郵送いたします。
◆　日時　　2022年4月14日（木）


