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レイク浜松CC7 :30 大野木俊介 葛城GC
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CC田鈴木松男  藤枝GC藤:面頁‐一 浜松市58

庄司龍右  富士チサンCC鈴木 馨  磐田市8  :05 後村尚彦  浜松市
レ寺岡一城1  掛川市12 夭橋莉生  浜松入野中
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一   青 争 岡 市久保山理口十 浜松日体高11 40
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賀保 湖西市小野田直人 ホロンGC12 47

深津幹彦  浜松市13 54 天村桃葉  日本体育大
CC本菓 田萌房

~~ 
静岡C浜岡C14 9 :01 池川獅童   浜松口体高

橋本 進   グランディ浜名湖野呂昌孝   浜松市15 :08

否面苦洋  静岡C袋井C不洒草雄  浜松CC璽月美南  富士チサンCC16

柳掠 史  浜松市伊故海豊宏 静岡C浜岡C17

吾菌博史  ミオス菊川CC29 鈴木省司  レイク浜松CC18

大西郁雄  静岡C浜岡C金村利光   葛城GC彦坂善員|」  湖西市1(,

C平野和行   浜松CC20 高坂信一郎 浜松湖東中

加藤高士  湖西市21 50 松本 昇  豊岡国際CC
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7  :30 須部典征  三本の里CC 小塚和史  静岡C袋井C

小楠佳子  三木の里CC 蔦木博之  葛城GC GC

吉原雅之  浜松市 鈴木恒毅  浜松CC シ/CC

平出陽音  浜松富塚中 村田真一郎  三本の里CC GC

藤田大稀  浜松日体高 芹澤龍飛  浜松市 青木 岡1  豊岡国際CC

8 :05 藤弄大介  三島市 鈴木崇由  静岡C浜岡C 司 C

近藤百々莱 浜松市 野寄茂雄  ク・ランディ浜名湖 田

鈴木涼馬  名古屋商科大 名倉恵三  掛川市

水野斗綺   名古屋学院大 永 田充保   島田市 石原慎吾   富士官GC

10 永田愛梨  浜松南陽中 松井翼   新城CC 岸本敦幸  島田市

11 小石雅明  浜松市 池百寿弘
~新

城CC 日村和之  静岡C島田GC

12 鈴木海斗́  浜松日体高 森日英樹  浜松市 北嶋信吾  沼津市

13 石田哲也  湖西市 藤本勝也  デ・7ルストCC 向川勝利   ミオス菊川CC

14 9 :01 石川桂吾   葛城GC 角田大輔  浜松市 伊藤秀晴   静岡C袋井C

15 藤 田悠 太郎  浜松日体中 金原光晴  静岡C浜岡C 安藤 勤  葛城GC
16 松本有己  浜松市 石 山浩規   掛川市 井 口浩利   豊同国際CC

17 八木 宏  藤枝GC 意川峰夫  レイク浜松CC 杉山勝明  静岡C浜岡C

18 齋藤丈博  静岡C浜岡C 播磨良輔   浜松CC 及川良三   葛城GC

19 牧野匡成  菊川市 富士見ヶ丘CC 平井寛章  豊岡国際CC

20 後藤真和  ミオス菊川CC 加藤寿尚  ホロンCC 大橋幸一  三木の里CC
21 荘野春樹  藤枝市 鈴木零央   浜松目体中 廣川正幸  御前崎市

◆予選通過人数は当日発表いたします。

とがある。

畿撞け%へ  攀輔 颯薇

スタート
1

堀川岳晴  静岡C袋井C

木本 昌孝   新城CC

榊 紀之  静岡市

河原崎生安 静岡C浜岡C

山本法生   静岡C浜岡C

中野雅文   藤枝市

高木亮嘉  静岡C浜岡C

山本暁則  浜松市

種村善導  浜松市


