
セキスイハイム東海CUP

第51回 静岡県アマチュアゴルフ選手権大会 2次予選会

10.14 Fri

OU丁 甲斐

IN駿河

◆この組合せは、欠場者 つた場合 により ことがある。
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No. スタート 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 )

7  :30 久保 山理‖十 浜松「]体高 遠又啓仁  りだ―富士CC 村松浩良  浜松市 小原秀天 GC

38 杉本 圭  富士チサンCC 高木貴英  函南GC 植野暁彦  りだ―富士CC 高見澤伸  富士市

46 飯倉颯太朗  ‖大三島高 塩川賢二  修善寺CC 若月秀一  伊東CC 桜本一   函南町

54 鈴木涼馬   名古屋商科大 勝亦憲樹  富士宮GC 高須 萩  修善寺CC 山本喜伸  富士箱根CC

8  :02 丹羽泰誠   神奈川大学 吉永 聡   修善寺CC 山川 由馬   沼津GC 田 レ/CC

10 松原巧弥   「1本大学 山本 享   ク・ランディ浜名湖 久保 田英治  富士市 リハ

18 高坂信一郎  浜松湖東中 一杉健志   沼津市 杉山政富美  富士市 喜 彦

26 野沢有希   日本大学 田村 径  富士市 新井亮介  フジ天城GC 山中慎也  静岡市

34 平出陽音  浜松日体高 小松晴信   沼津市 否谷英樹  伊豆にらやま 久保則久   裾野市

10 42 高橋義将   富士市 渡邊浩 沼津市 池 田浩 史  朝霧ゾャンだリー 中川雅義  富士宮GC

11 50 鈴木重降   伊豆の国市 小野正義  修善寺CC 佐藤友行  沼津GC 浅田和孝   東名CC

12 58 鈴木孝弘  常葉大 村田君夫  修善寺CC 梅原正 人  フジ天城GC 丸山 大   沼津GC

13 9 :06 大村桃葉   日本体育大 渡邊悠輔   函南GC 新貝武士   浜松市 井口 学  東名CC

14 14 吉江泰三   フジ天城∝ 渡邊貴由  藤枝市 黒田大智  静岡市 C

15 22 佐藤亜樹  浜松学芸高 杉山祥二  修善寺CC 山崎徳雄  キ・ャツヒ
゛
イGC CC

16 30 池川獅童   浜松日体高 岩崎佳弘   静岡市 望月秀一   リバー富士CC 佐野浩司  伊豆にらやま

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

滝 口茂    伊豆の国市 勝志布川 匡  伊東CC7 :30 渡辺克彦  フジ天城GC

加藤至康  富士官GC渡辺一久  御殿場市大川直人  修善寺CC 高橋弘幸  伊東CC38

柏本和樹   フジ天城GC市川 肇  藤枝GC46 新沼津CC古谷純 鈴木恒毅   浜松CC
勝又英文   朝霧デャンホ¬リー渡辺徳充  富士市 人巻朋義   沼津GC54 西澤良平   修善寺CC

西嶋輝将   富士チサンCC CC鈴木琥和   浜松商業高 杉山 晋   静岡市8  :02

中村秀実   浜松CC寺本貢 尚  朝霧ゾャンホ
゛
リー佐藤 歩  慶應義塾大 吉越 徹   富士市10

澁谷拓美  森町 森 昌俊  フジ天城GC
鈴木零央   浜松日体高 平本健吾  掛川市18

平井寛章  豊岡国際CC加藤忠男  沼津GC山本暁則  浜松市 服部勝重  藤枝市

蔦 田真 ―́   富士小山GC渡邊憲治  富士官GC松井桂佑   森町 小林祐介   富士チサンCC

日吉一智  フジ天城GC佐野大将   富士官GC 二藤浩政  伊豆の国市10 42 伊東流星  駒澤大

堀内芳洋   朝霧ゾィンホ'リ ー
伊勢川芳治 富士官市 芹澤浩二   富士エースG11 50 藤田悠太郎 浜松日体高

北古味 容  富士宮市 吉村知倫  富士チサンCC12 58 鈴木海斗   浜松日体高

GC白井栄輝   函南GC9  :06 井上理恵   修善寺CC 丸山恭司  富士平原GC13

小林洋平   富士市内田将彰   伊豆市 泉田祥唯  ササ
゛
ンクロスCC14 佐藤優也  日本大学

和国康弘  富士チサンCC三須勇次  新沼津CC 山本晃平  伊豆にらやま15 大村怜央奈  日本大学

高村和央  富士箱根CC栗原克明  富士市 百瀬哲也  伊東CC16 30 勝亦翼太  クラーク静岡高
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渡辺宏次   富士市
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