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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、 つ により るこ り

◆予選通過人数は当日発表します。

浜松CC

氏 名 (所 属 )

~氏
名 (所 属 )氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 )Nι スタート

7 :30 高良浩司  クランディ浜名湖鈴木持夫  浜松CC
青木邦夫  浜松CC 大島秀樹  浜松シーサイドOC38 小塚和史  静岡C袋井C

鈴木崇由  静岡C浜岡C 田中好信  浜松CC46 平松智満   静岡市

小澤順一   レイク浜松CC鈴木恒毅  浜松CC54 沼津市渡邊浩

伊藤光寿  浜松CC松井桂佑  森町 藤本一浩  静岡C浜岡C8  :02

官司保美  浜松CC10 藤井大介  三島市 黒田誠司  静岡C浜岡C

袴面
~隆

義  ク
゛
ランディ浜名湖長谷山靖高  菊川市 山田汐莉   富士チサンCC18

松下一晴  浜松CC 鈴木秀幸  サ
｀
・アルストCC26 豊田泰弘  浜松市

平井寛章  豊岡国際CC小楠佳子  三本の里CC 片嶋政昭  藤枝GC34

大場俊介  浜松CC42 河上和也   いなさGC 秋山保幸  静岡C島田GC10

井回路朗  富士チサンCC11 50 小野田和之 浜松市 松井大樹   森町

静岡市真崎新一12 58 稲口拓哉  富士チサンCC 河部敏彦  ク・ランディ浜名湖

中村秀実  浜松CC 佐々木学  ミオス菊川CC13 9  :06 和泉 忠  藤枝市

向川勝利  ミオス菊川CC 大村亮宏  浜松CC 近  広   ク
゛
ランディ浜名湖14 14

大村宗志  浜松シーサイドGC22 伊藤丈詞  ミオス菊川CC 渋谷政治   浜松CC15

近藤智英   袋井市 松下卓哉   静岡C浜岡C16 30 石田 翼   藤枝GC
西畑欣哉  磐田市 喜田賢司  浜松CC17 38 小松原竜広  袋井市

馬聰隆   浜松市 曽根大介  豊岡国際CC18 46 伊藤宏樹  焼津市

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

7  :30 須部典征  三木の里CC 朝倉友樹   浜松シーサイドGC 倉橋―明  浜松市

38 大橋幸――  三本の里CC 赤堀 良  浜松市 勝海直樹  フジ天城GC

46 河合禎二  三木の里CC 松田吉洋   静岡C袋井C 黒滝昭友   菊川CC
54 館 俊樹   磐田市 松井郷 浜松 CC 塚本 聡   静岡C島田OC

8 :02 望月進   静岡市 平野和行   浜松CC 大高弘昭  浜松シ封イドCC

10 藤田健一  浜松市 澤木健至  浜松CC 青木 岡1  豊岡国際CC
18 平野瑚羽  浜松積志中 北沢慎司  サ・゙フル朴CC 松山修一  富士宮GC
26 野本健太郎  浜松CC 福井斉   浜松市 高山茂之  サ・ヾフルストCC
34 杉山 守   磐田市 金環子    富士チサン∝ 栗 田文彦   レイク浜松CC

10 42 學正大一郎 浜松市 阿部羽流斗 焼津大富中 後藤康之  浜松CC
11 50 澁谷拓美  森町 松下順一   浜松市 大中雄介  浜松CC
12 58 上野信治   浜松市 寺岡一城  掛川市 三橋 寛  浜松シ封イドGC

13 9  :06 佐藤昭彦  藤枝GC 太田 賢  浜松市 小山 武  静岡C浜岡C

14 14 安藤 弘  富士宮GC 小池卓雄  浜松CC 山崎雅文  葛城GC
15 22 糸賀友彦  浜松市 杉 浦 富士チサンCC 堀川岳晴  静岡C袋井C

16 30 冨樫光也   浜松市 藤田浩次  静岡C浜岡C 今日政志  浜松CC
17 38 鈴木省司   レイク浜松CC 斉藤貴己  沼津GC 原木克訂|1  富士宮GC
18 46 玉正  サ

゛
・フルストCC 小川栄一  大熱海国際G 新貝武士  浜松市

競技委員長  中村 泰紀


