
開催日 ：平成30年5月29日（火） 開催コース：沼津ゴルフクラブ

１位 静岡市ゴルフ連盟Ａ 385 ２位 伊東市ゴルフ連盟 386 ３位 沼津ゴルフ連盟 392
松浦 安洋 73 (36・37) 井端 和生 73 (37・36) 植松 真一 70 (36・34)
中跡 朝臣 74 (36・38) 鈴木 理功 76 (40・36) 菊地 展弘 75 (40・35)
小林 一三 75 (38・37) 秋山 佳輝 78 (39・39) 岩﨑 寛之 79 (40・39)
清水 道徳 81 (40・41) 宮下 健 78 (38・40) 芹澤 真一 81 (42・39)
塩澤 錠司 82 (41・41) 肥田 雅雄 81 (40・41) 平田 良彦 87 (46・41)

※ 若林 秀樹 84 (46・38) ※ 日吉 一智 90 (39・51) ※ 廣瀨 正治 87 (43・44)

４位 熱海市ゴルフ連盟 401 ５位 富士市ゴルフ連盟 402 ６位 焼津市ゴルフ連盟 403
鈴木 正和 73 (38・35) 石川 隆正 76 (39・37) 長塚 忠士 74 (38・36)
早川 毅 80 (41・39) 金森 祐介 77 (38・39) 石上 康郎 75 (37・38)
三上 光彦 80 (41・39) 中川 雅義 82 (39・43) 井澤 裕介 80 (41・39)
向笠 照夫 83 (37・46) 氏平 玄善 83 (40・43) 原木 克訓 83 (42・41)
甘利 常仁 85 (39・46) 土井 致萬 84 (42・42) 山下 明史 91 (40・51)

※ 手塚 哲秀 92 (43・49) ※ 井出 務 85 (43・42) ※ 池谷 富士雄 95 (47・48)

７位 三島市ゴルフ連盟 403 ８位 島田市ゴルフ連盟 404 ９位 静岡市ゴルフ連盟Ｂ 405
飯澤 亜樹 77 (38・39) 増田 圭介 78 (38・40) 田村 嘉宏 77 (39・38)
鈴木 昭彦 79 (39・40) 平田 司 79 (39・40) 松山 修一 81 (41・40)
山口 晃 81 (42・39) 山本 三千夫 81 (41・40) 吉村 弘哲 81 (38・43)
平田 泰博 81 (38・43) 川島 泰則 82 (37・45) 安藤 弘 82 (43・39)
井口 学 85 (44・41) 工藤 悦男 84 (44・40) 小山 武 84 (48・36)

※ 後藤 清和 98 (44・54) ※ 落司 一富 93 (44・49) ※ 殿岡 卓幸 84 (40・44)

10位 富士宮市ゴルフ連盟 407 11位 浜松市ゴルフ連盟Ｂ 409 12位 御前崎市ゴルフ連盟 410
大塚 正治 75 (36・39) 山崎 雅文 74 (36・38) 丸山 大輔 76 (40・36)
佐野 富治 78 (38・40) 田中 好信 80 (41・39) 松下 卓哉 82 (41・41)
小原 秀天 82 (42・40) 大場 俊介 80 (39・41) 永田 剛士 82 (39・43)
望月 一成 86 (43・43) 近 広 87 (44・43) 名倉 恵三 85 (42・43)
渡邉 憲治 86 (40・46) 青木 邦夫 88 (41・47) 鈴木 啓之 85 (41・44)

※ 池田 敏雄 88 (41・47) ※ 内山 一浩 95 (46・49) ※ 斉藤 丈博 95 (46・49)

13位 浜松市ゴルフ連盟Ａ 411 14位 袋井ゴルフ連盟 411 15位 掛川ゴルフ連盟 414
岩本 在治 79 (40・39) 鈴木 朋宏 77 (38・39) 中村 勝則 79 (41・38)
成田 朋正 80 (38・42) 松浦 勝志 79 (38・41) 宮本 高一 81 (41・40)
安藤 勤 81 (42・39) 西村 康二 79 (37・42) 向川 勝利 83 (45・38)
曽根 大介 85 (42・43) 末 純一郎 83 (42・41) 大島 秀樹 83 (44・39)
林 融 86 (45・41) 竹原 悦秀 93 (45・48) 小澤 忍 88 (44・44)

※ 平井 寛章 91 (49・42) ※ 金村 利光 95 (46・49) ※ 大庭 章 95 (47・48)

16位 浅羽ゴルフ連盟 415 17位 浜松市ゴルフ連盟Ｃ 415 18位 藤枝市ゴルフ連盟 416
藤田 浩次 78 (40・38) 大村 宗志 79 (40・39) 伊藤 俊行 76 (39・37)
小久江 正人 82 (39・43) 神谷 昌宏 80 (43・37) 松下 聡武 82 (43・39)
小塚 和史 83 (39・44) 神戸 庄二 81 (39・42) 金 璟子 84 (41・43)
鈴木 守 84 (43・41) 藤田 健一 86 (46・40) 松村 敏明 86 (41・45)
小原 信次 88 (44・44) 橋本 安生 89 (42・47) 中山 喜徳 88 (42・46)

※ 井口 路朗 89 (47・42) ※ 鈴木 省司 90 (40・50) ※ 林 育生 89 (44・45)

19位 榛南ゴルフ連盟 418 20位 御殿場ゴルフ連盟 420 21位 菊川市ゴルフ連盟 427
中田 光高 79 (38・41) 小川 肇 75 (37・38) 黒田 誠司 85 (44・41)
田中 唯純 82 (40・42) 芹沢 政博 84 (41・43) 村瀬 正治 85 (44・41)
柴田 明秀 83 (42・41) 渡辺 一久 86 (43・43) 木梨 雅男 85 (42・43)
飯塚 達哉 86 (43・43) 長田 守久 87 (41・46) 細川 悦男 85 (41・44)
中村 裕也 88 (40・48) 野木 清美 88 (44・44) 村田 崇 87 (42・45)

※ 大村 弘司 91 (47・44) ※ 北村 重道 90 (47・43) ※ 梅原 克敏 93 (47・46)

22位 森町ゴルフ連盟 428 23位 湖西ゴルフ連盟 435 24位 磐田ゴルフ連盟 436
松井 桂佑 83 (37・46) 杉山 博祥 79 (38・41) 中安 宏元 83 (44・39)
堀内 敏弘 85 (43・42) 袴田 健太郎 82 (43・39) 橋本 進 86 (43・43)
鈴木 治夫 85 (42・43) 加藤 弘行 89 (46・43) 山口 賢哉 86 (42・44)
家本 孝生 87 (44・43) 池田 栄 92 (47・45) 堀川 岳晴 90 (42・48)
高栁 辰二 88 (40・48) 豊田 昭行 93 (44・49) 鈴木 隆 91 (46・45)

※ 望月 正 93 (48・45) ※ 鈴木 伸次 95 (44・51) ※ 田中 孝教 94 (47・47)

25位 下田市ゴルフ連盟 439 26位 裾野市ゴルフ連盟 446 27位 小山町ゴルフ連盟 452
山本 和行 84 (44・40) 矢島 真 79 (41・38) 高橋 重司 78 (41・37)
渡邊 勝 86 (43・43) 福富 順一 88 (45・43) 池谷 雅義 87 (44・43)
長谷川 拓哉 88 (42・46) 柏木 和樹 90 (42・48) 田代 安男 91 (46・45)
渡邉 節夫 89 (44・45) 西川 鉄太郎 91 (45・46) 高田 武徳 94 (52・42)
内田 和光 92 (47・45) 後藤 一久 98 (47・51) 岩田 祐輔 102 (49・53)

※ 岩本 和久 98 (50・48) ※ 西島 光義 103 (54・49) ※ 大石 努 109 (53・56)

第103回静岡県都市対抗ゴルフ選手権大会


