
◆　２０２０年１１月１６日（月）　
◆　富嶽カントリークラブ　　

☆シニア

組 スタート 選手名 （所属） 選手名 （所属） 選手名 （所属）

1 7:30 鈴木 將夫 浜松ＣＣ 井口 路朗 富士ﾁｻﾝＣＣ 永田 剛士 葛城ＧＣ

2 7:37 荻野 正樹 富士宮ＧＣ 飯澤 亜樹 三島ＣＣ 小久江 正人 ｻﾞ･ﾌｫﾚｽﾄＣＣ

3 7:44 大野　聡 沼津市 藤本 一浩 静岡Ｃ浜岡Ｃ 大村 宗志 浜松ｼｰｻｲﾄﾞＧＣ

4 7:51 牛場 啓之 藤枝市 太田 義隆 富士箱根ＣＣ 木梨 雅夫 菊川市

5 7:58 三橋　寛 浜松ｼｰｻｲﾄﾞＧＣ 中村 憲司 富士見ヶ丘ＣＣ 杉山　晋 静岡市

6 8:05 飛田 博也 富士ﾁｻﾝＣＣ 諸星 幸政 西伊豆町 永井 源二 静岡市

7 8:12 中山 喜徳 藤枝市 中村 秀実 浜松ＣＣ 伊藤 元之 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖

8 8:19 石川 隆正 南富士ＣＣ 吉越　徹 沼津ＧＣ 松下 晴彦 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖

9 8:26 榊　紀之 静岡市 坂田 広一 東名ＣＣ 鈴木 秀幸 ｻﾞ･ﾌｫﾚｽﾄＣＣ

10 8:33 佐野 富治 富士宮ＧＣ 和田 康弘 裾野市 青木　剛 豊岡国際ＣＣ

11 8:40 落司 一富 ﾎﾛﾝＧＣ 竹内 浩典 富士小山ＧＣ 狩野 隆是 ﾐｵｽ菊川ＣＣ

12 8:47 岡本 亜土 富士宮ＧＣ 松村 敏明 藤枝ＧＣ 瀧澤 啓之 浜松市

13 8:54 清水 寿夫 葛城ＧＣ 殿岡 卓幸 ﾘﾊﾞｰ富士ＣＣ 稲葉　弘 富士箱根ＣＣ

14 9:01 鎌田 勝己 富士宮ＧＣ 中村　寛 富士エースＧＣ 吉田 洋一 沼津市

15 9:08 久住　徹 藤枝ＧＣ 杉本　明 藤枝市 清水 道徳 静岡Ｃ島田ＧＣ

16 9:15 山田 博俊 富士ﾁｻﾝＣＣ 冨樫 光也 浜松市 松田 吉洋 静岡Ｃ袋井Ｃ

17 9:22 佐々木 優一 東名ＣＣ 鈴木 敏彦 藤枝ＧＣ 石原 慎吾 富士宮ＧＣ

18 9:29 影山 敏裕 浜松ＣＣ 永桶 哲也 修善寺ＣＣ 中川 雅義 富士宮ＧＣ

19 9:36 中川 初喜 富士ﾁｻﾝＣＣ 天野 秀一 静岡市 市川　務 沼津ＧＣ

20 9:43 齋藤　勇 静岡Ｃ島田ＧＣ 平本 重幸 掛川ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 宮司 保美 浜松ＣＣ

21 9:50 平岡　力 静岡市 久保田 光男 富士ﾁｻﾝＣＣ 佐々木 清士 静岡Ｃ浜岡Ｃ

22 9:57 髙橋 重司 東名ＣＣ 鈴木 昭彦 三島ＣＣ 山﨑 徳雄 ｷﾞｬﾂﾋﾞｲＧＣ

23 10:04 山本 武雄 修善寺ＣＣ 佐藤 友行 愛鷹600Ｃ 成田 朋正 豊岡国際ＣＣ

☆ミッドシニア／グランドシニア

組 スタート 選手名 （所属） 選手名 （所属） 選手名 （所属）

1 7:45 鈴木 松男 藤枝ＧＣ 広野 泰正 静岡市 駒田 文夫 藤枝市

2 7:52 市川 隆義 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖 和田 英孝 掛川市 渡邉 元嗣 富士ﾁｻﾝＣＣ

3 7:59 杉山 直毅 富士ＣＣ 服部 克已 静岡Ｃ浜岡Ｃ 作田　強 伊豆国際ＣＣ

4 8:06 藤田 義廣 三木の里ＣＣ 鈴木 朝夫 湯ヶ島ＣＣ 小池 卓雄 浜松ＣＣ

5 8:13 濱　信義 静岡Ｃ浜岡Ｃ 青木 謙侍 ﾐｵｽ菊川ＣＣ 増田 賢治 焼津市

6 8:20 渡部 龍彦 伊豆にらやま 池田 清志 静岡Ｃ島田ＧＣ 吉田 博史 ﾐｵｽ菊川ＣＣ

7 8:27 芝田 栄司 葛城ＧＣ 山本 三千夫 静岡Ｃ浜岡Ｃ 田中 好信 浜松ＣＣ

8 8:34 前畑 謙次 富士ﾁｻﾝＣＣ 平山 晴雄 浜松ＣＣ 安藤　勤 葛城ＧＣ

9 8:41 木俣　弘　 豊岡国際ＣＣ 江藤 晃好 沼津ＧＣ 山川 正春 浜松市

10 8:48 野呂 昌孝 浜松市 袴田 康和 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖 安達 光宣 ﾘﾊﾞｰ富士ＣＣ

11 8:55 杉本 秀樹 伊豆にらやま 伊藤 利弘 いなさＧＣ 青島 保始 静岡Ｃ浜岡Ｃ

12 9:02 天野 浩史 島田市 薮崎 仙吾 藤枝ＧＣ 渋谷 政治 浜松ＣＣ

13 9:09 松野 実雄 浜松ＣＣ 岩本 利栄 藤枝ＧＣ 中安　宏元 豊岡国際CC

14 9:16 向島　勝 藤枝ＧＣ 土井 致萬 ﾘﾊﾞｰ富士ＣＣ 村上 正憲 浜松ＣＣ

15 9:23 本多 祥二 焼津市 太田　茂 豊岡国際ＣＣ 和田　操 藤枝ＧＣ

16 9:30 近　 　広 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖 山本 法生 静岡Ｃ浜岡Ｃ 神戸 庄二 葛城ＧＣ

17 9:37 植山　利彦 静岡Ｃ島田GC 渡邉 憲治 富士宮ＧＣ 平田 泰博 沼津ＧＣ

18 9:44 梅原 豊司 富士宮ＧＣ 平田 良彦 沼津ＧＣ 石上 康郎 藤枝ＧＣ

※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。

※スループレイです。

第13回静岡県アマチュアゴルフシニアチャンピオンシップ

【アウト／白鳥】

【イ　ン／宝永】

競技委員長　髙田　安和　　　

静岡県ゴルフ連盟


