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

7 :42 長澤圭吾   静岡C島田OC 渡邊潤 富士市 大川知 巳  伊東市 岩1時寛之  伊豆にらやま

大川直人  修善寺CC 朝 日賢ニ  サギンクロスCC 勝亦恒太  南富士cc 増田圭介  静岡C浜岡C

渡辺克彦   フジ天城∝ 杉山祥二  修善寺CC 山本喜伸   富士箱根CC 萩原世一  沼津市

8  :06 土屋正明  修善寺CC 丸山恭司  富士平原GC 千代幸嗣  静岡市 日吉一智  フジ天城CC

熊谷嘉之  三島市 杉本知範  富士チサンCC 鈴木 栄  沼津GC 杉山政富美  富士市

洒井祐二  修善寺CC 斉藤貴己  沼津GC 大高弘 [1召   浜松シーサイドGC 勝又英文  朝霧ゾャンホ
゛
リー

平松智満   静岡市 泉 田祥唯  ササ
゛
ンクロスCC 加藤忠男  沼津GC 秋 山直登   焼津市

山本武雄  伊豆市 上原久   富士宮市 吉江泰 フジ天城∝ 秋山佳輝   伊東CC

高村和央  富士箱根(lC 前畑謙次  富士チサンCC 寺本貢尚  新沼津CC 永円剛 士  ″`ランデイ浜名湖

10 藤井大介  三島市 佐藤元日召  伊豆大仁CC 北本辰雄  修善寺CC 菊地展弘  フジ天城CC

11 9  :02 中山喜徳  藤枝市 桑山義之  伊東市 山峙徳雄  キ
゛
ヤツヒ

゛
イG(〕 松浦安洋  静岡市

12 出島幹也   富士見ヶ丘CC 金子恵一朗  沼津市 曽我  清   ホロンGC 井口 学  東名CC
13 岡野五郎   菊川CC 岩間 渉   富士チサンCC 塩川賢二  修善寺CC 原木克計|1  静岡C島田GC

14 渡 邊  享   十里木 CC 天野秀―  静岡市 小野正義  修善寺CC 山下明史   富士チサンCC

15 大畑雅之  ホロンGC 矢後優介  レングラントGC 八巻朋義  沼津GC 和田康弘  富士チサンCC
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☆この組合せ は、欠場者のあつた場合などにより変更することがある。
☆予選通過人数は当日発表いたします。

裾野カンツリーC

競技委員長  高田 安和
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堀内芳洋  朝霧ゾャンホリー7  :42 松井大樹  森町 渡辺敏弘   富士市 松 山修 一  富士官GC

鈴木利典  富士宮GC 小島敦:士   富士見ヶ丘CC 望月翔太   三島市北古味 容 富士官市

遠藤太朗  り′ヾ―富士cc 山本 洋   藤枝GC 芦川英樹  沼津GC 前田高志  朝霧シ
ヾ
ャンホ判―

8 :06 山本徳文  富士官GC 植松伸吾   御殴場市 深谷克己  東名CC 南條康寿  富士宮市

渡辺一久  御殿場市 神 田直也   沼津GC 佐藤栄祐  杢平洋C御殿 鈴木正下口  修善寺CC
米津雄太   富士市 佐藤英紀   大熱海国際G 喜 田賢司  浜松CC 土井致萬  りだ―富士CC

佐伯達 也  裾野市 内田将彰   伊豆市 大塚正治   朝訂 ャンホ
゛
リー 大高明浩   富士市

若月秀一  伊東CC 小松晴信  沼津市 植野暁彦  りだ―富士CC 井野上正俊  富士官市

吉村公成  裾野市 源 憲資  東名CC 鈴木 研  掛川市 高橋弘幸   伊東CC
10 松井桂佑  森町 高田武徳  小山町 百瀬哲也  伊東CC 秋 山保幸   富士チサンCC

11 9  102 |[蔭 野典久   富士宮市 佐藤 淳  り′ヾ―富士cc 山本晃平   伊豆にらやま 山口賢哉   浜松シーサイドGC

12 岸田佑典  静岡市中村友之   島田市 渡邊悠輔   函南GC 和泉 忠   藤枝市

13 佐野拓也   富士官市 大石博志   静岡市 高木貴英  函南GC 石川桂吾   浜松市

14 渡邊貴由  藤枝市 稲 口拓哉  静岡市 勝亦憲樹  富士官GC 中村 寛   富士ユースG
15 半田健二  裾野カンツリ{福井秀明  富士チサンCC 岩崎潤一   長泉町 伊勢川芳治 朝霧シ

ヾ
ャンボリー


