
◆　２０２1年１１月１６日（火）　
◆　富嶽カントリークラブ　　

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 7:20 瀧澤　啓之 浜松市 牛場　啓之 藤枝市 鈴木 將夫 浜松CC

2 7:28 吹澤 英雄 三島GC 益井 秀次 ザ・フォレストCC 榊 　紀之 静岡市 室伏 成樹 長泉町

3 7:36 渡会 成浩 ホロンGC 世古 一雄 三島市 殿岡 卓幸 リバー富士CC 伊藤 元之 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖

4 7:44 松田 吉洋 静岡Ｃ袋井Ｃ 長妻　裕二 沼津市 川島 泰則 静岡C島田C 清水 道徳 富士宮GC

5 7:52 鈴木 省司 レイク浜松CC 杉山 　守 磐田市 青木 邦夫 浜松CC 斉藤 清裕 東名CC

6 8:00 山崎 將典 静岡市 冨樫 光也 浜松市 三浦 広志 静岡Ｃ浜岡Ｃ 永田 剛士 葛城GC

7 8:08 中川 初喜 富士ﾁｻﾝCC 宮司 保美 浜松CC 天野 秀一 静岡市 鈴木 昭彦 三島CC

8 8:16 佐藤 元昭 伊豆大仁CC 鈴木 仁一 豊岡国際CC 中村 秀実 浜松CC 松浦 安洋 静岡市

9 8:24 及川 良三 葛城GC 久保田 光男 富士ﾁｻﾝCC 狩野 隆是 浜松市 古川 　泉 レイク浜松CC

10 8:32 市川 　肇 焼津市 清水 秀彦 浜松市 安藤 　弘 富士宮GC 佐々木 清士 静岡C浜岡C

11 8:40 松井 郷 浜松CC 村松 　隆 富士市 落司 一富 ホロンGC 木梨 雅夫 菊川市

12 8:48 青木 　剛 浜松市 三橋 　寛 浜松ｼｰｻｲﾄﾞGC 中野 雅文 藤枝市 成田 朋正 豊岡国際CC

13 8:56 大橋 正 伊豆大仁CC 齋藤　勇 静岡C島田C 渋谷 政治 浜松CC 神戸 庄二 葛城GC

14 9:04 前畑 謙次 富士ﾁｻﾝCC 平井 経男 豊岡国際CC 山崎 雅文 葛城GC 江藤 晃好 沼津GC

15 9:12 天野 浩史 島田市 杉山 博祥 浜名湖CC 渡部 龍彦 伊豆にらやまCC 平田 泰博 沼津GC

16 9:20 栗下 佳丈 ミオス菊川CC 石原 慎吾 富士宮GC 大塚 正治 朝霧ジャンボリー 鈴木 　守 浜松ｼｰｻｲﾄﾞGC

17 9:28 土井 致萬 リバー富士CC 村内 講治 伊豆にらやまCC 八木 　宏 藤枝ＧＣ 小久江 正人 ホロンGC

18 9:36 石川 隆正 南富士CC 杉本 秀樹 伊豆にらやまCC 髙橋 重司 東名CC 小林 一三　 リバー富士CC

19 9:44 寺本 貢尚 富士市 中安 宏元　 豊岡国際CC 平田 良彦 沼津GC 藤田 義廣 三木の里CC

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 7:20 鳥井　基成 浜松市 中村　憲司 富士見ヶ丘CC 半田　健二 ホロンGC 堀内　芳洋 朝霧ジャンボリー

2 7:28 清水 寿夫 葛城GC 松下 晴彦 レイク浜松CC 井口 路朗 富士ﾁｻﾝCC 村田 真一郎 三木の里CC

3 7:36 鈴木 啓行 ミオス菊川CC 竹内 浩典 富士小山GC 杉浦 敏弘 藤枝GC 加藤 至康 富士宮GC

4 7:44 和田 康弘 富士ﾁｻﾝCC 岡本 亜土 富士宮GC 白井 香徳 レイク浜松CC 吉越 　徹 富士市

5 7:52 永井 源二 静岡市 中村 　寛 富士エースＧＣ 佐藤 友行 愛鷹ｼｯｸｽﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 赤堀 和宏 藤枝GC

6 8:00 山﨑 徳雄 ギャツビィGC 渡邉 久寿 リバー富士CC 影山 敏裕 浜松CC 大石 俊雄 静岡C島田C

7 8:08 飯澤 亜樹　 三島CC 稲葉 　弘 富士箱根CC 中山 喜徳 藤枝市 中川 雅義　 富士宮GC

8 8:16 平本 重幸 掛川ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ丸山 恭司 富士平原GC 佐野 富治 富士宮GC 山本 　洋 藤枝GC

9 8:24 北村 重道 御殿場市 宮本 誠 富士ﾁｻﾝCC 栗田 文彦 浜松市 岡安 旬 磐田市

10 8:32 吉田 洋一 修善寺CＣ 太田 義隆 富士箱根CC 大村 宗志 浜松ｼｰｻｲﾄﾞGC 杉本 　明 藤枝市

11 8:40 久住 　徹 藤枝GC 坂田 広一 東名CC 飛田 博也 富士ﾁｻﾝCC 浅賀 　浩 三島GC

12 8:48 袴田 康和 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖 濱  信義 静岡C浜岡C 吉田 博史 ミオス菊川CC

13 8:56 市川 隆義 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖 安藤 　勤 葛城GC 望月　進 静岡市

14 9:04 平山　晴雄 浜松CC 仁地 隆雄 豊岡国際CC 服部　克己 掛川市

15 9:12 青島 保始 静岡C浜岡C 廣瀬　宏二 ホロンGC 鈴木 朝夫 湯ヶ島GC 近　 　広 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ浜名湖

16 9:20 武田 達志 浜松CC 山田 　勇 沼津市 木俣 　弘　 豊岡国際CC 山本 法生　 静岡C浜岡C

17 9:28 野呂 昌孝 浜松市 高柳 秀孝 三木の里CC 中村 俊治 豊岡国際CC 田中 好信　 浜松CC

18 9:36 小池 卓雄 浜松CC 伊藤 利弘 いなさGC 太田 　茂 豊岡国際CC 石上 康郎 藤枝GC

19 9:44 渡邉 憲治 富士宮GC 広野　泰正 静岡市 池田 清志 静岡C島田C 安達 光宣　 リバー富士CC

20 9:52 青木 謙侍 ミオス菊川CC 芝田 栄司　 葛城GC 村上 正憲 静岡C袋井C 梅原 豊司　 富士宮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。

※ハーフ折り返し15分程休憩が入る予定です。

＜グランドシニア＞

競技委員長　杉本　肇　　　

第14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】

＜シニア＞

＜ミッドシニア＞

【イ　ン／宝永】

＜シニア＞


