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第50回 静岡県アマチュアゴルフ選手権大会 予選会
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◆この組合せは、欠場者 た場合などにより る更

◆予選通過人数は当日発表いたします。

ホロンGC

競技委員長  杉本 肇

No. スタート 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 )

7 :30 小楠佳千  三木の里CC 佐藤真一  藤枝GC 松下慎一  静岡市 平田 司  静岡C島田GC

38 高橋 武   静岡市 竹 田純二  御前崎市 官田勝也  藤枝GC 中村裕也   静岡C浜岡C

46 渡邊貴由  藤枝市 村田真――郎 三木の里CC 市川 肇  焼津市 永井源二   静岡市

54 加藤健治   富士官CC 福井秀明  富士チサンCC 耳[野文隆  ミオス菊川CC 堀川岳晴  静岡C袋井C

8  :02 石山浩規   掛川市 鈴木崇由  静岡C浜岡(｀ 久保田光男 富士チサンCC ロンGC

10 天野浩史  島田市 半 田健ニ  ホロンGC 秋山直登   焼津市 レイク

18 池谷駿介   星陵高校 梅原隆義  掛川グ||―ンヒル 鈴木敏彦   藤枝(:+C 若菜紳 一郎  静岡市

26 細川'脱 男   御前崎市 望月大輔  フジ天城CC 青木裕 掛川市 赤堀和宏  藤枝GC

34 松山 りな  富士見高 深津一仁   菊川市 芹澤浩 富士エースG 大村宗志  浜松シサイド∝

10 42 藤井大介  三島市 鈴木利典   富士官GC 齋藤 勇  静岡C島円GC 堀内芳洋   朝霧デャンホ
ヾ
リー

11 50 名倉恵三  掛川市 大石博志  富士宮GC 井 回路朗   富士チサンCC 鈴木仁一  豊岡国際CC
12 58 中村友之  島田市 泉田祥唯  サナンクロスCC 渡会成浩  ホロンGC 吉田 周  静岡市

13 9 :06 柴田明秀   御前崎市 杉本 圭  富士チサンCC 平本健吾   掛川市 伊藤健雄  静岡C島 田GC

14 14 千羽祐介  東京国際大 岡本大亮   菊川CC 河原崎生安 静岡C浜岡C 安藤 弘  富士宮GC
15 22 石川克典  藤枝市 宇佐美裕之  富士官 (〕 C 松下尚樹  ホロンGC 望月大輔   静岡市

16 30 岡部祐太   東京国際大 水野勝也   ミオス菊川CC 山本 洋   藤枝GC 曽我 清   ホロンGC

氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 )No. スタート 氏 名 (所 属) 氏 名 (所 属 )

青島克宏  藤枝市 堀 康宏  ホロンGC 松浦勝志  静岡(1浜欧 l7  :30 青山秀道  掛川市

増田幸綱  焼津市須崎光太郎 静岡大 中原 山雅   掛川市 大石俊雄  静岡C島田GC38

長澤圭吾   静岡C島田OC46 矢ケ崎司   静岡大 北古味 容 富士官市 池 田武史  掛川市

松村敏明  藤枝GC 高木亮嘉   静岡C浜岡C54 北村明久  静岡C島田GC 藤澤義幸   菊川市

服部勝重  藤枝市 林 育生  藤枝GC 千代幸嗣  静岡市8  102 大畑雅之  ホロンGC
川島:泰貝ll  静岡C島 田GC10 古澤泰樹   清水第七中 佐野元紀   富士宮市 大高弘昭   浜松シーサイドCC

桑原智樹  牧之原市大井琉耶   東京国際大 渡邊大翔  静岡大 加藤寛美  静岡C袋井C18

山本法生   静岡C浜岡C26 望月遥輝  静岡北中 新井康功   藤枝GC 佐野昌孝  朝霧ゾャンボリー

吉原栄作   静岡大34 丹羽泰誠   浜松日体高 御園生博章  富士チサンCC 吉田真之  静岡市

榊原健太郎  静岡市 田中唯純  ホロンGC10 42 藤田大稀  浜松日体高 鈴木涼馬   名古屋商科大

中山喜徳  藤枝市 尾上弘樹   浜松市 石原慎吾  富士官GC11 50 名倉竜之  静岡市

大野浩一   ホロンGC 齋藤丈博  静岡(:浜岡(1 西田幸弘  静岡市12 58 吉田佳悟   磐田南高

落司一富  ホロンGC9  :06 鈴木賢一  浜松市 遠藤太朗  1′ 二ヽ‐富士cc 天野秀一  静岡市13

川上 繁  静岡市 後藤凌太  愛鷹600C 石上康郎  藤枝GC14 14 小池紳一朗  富士市

廣川正幸  御前崎市 山本三千夫 静岡C浜岡C15 22 岡野五郎  菊川CC 海野文彰  静岡市

柴 真巳  静岡(;浜岡C 川嶋秀史  新沼津CC 海野志郎  富士宮GC16 30 池谷文孝   焼津市


