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第2回  静岡県社会人ゴルフ選手権大会予選会③
5.20 Wed 小田急西富士

競技委員長  高田 安和

。この組み合わせは、欠場者があった場合などにより変更することがあります。

・予選通過人数は大会当日発表いた します。

N

:k). スタート 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属) 氏 名 (所 属 )

7 :30 木下俊一  掛川グリーンヒル 榊1 紀之  富士チサンCC 人巻朋義  沼津GC
:38 寺岡一城  掛川市 小松晴信  沼津市 芦川英樹  富士宮GC 榊原直樹  清水町

46 鈴木翔也  富士宮市 朝 日賢二  伊東市 和田康弘  富士チサンCC 杉本耕太  静岡市

54 杉山剛敏   静岡市 岩間 渉  富士市 山上玄明   富士チサン∝ 山田 勇  沼津市

8  :02 海野志郎  富士宮GC 天野秀一   静岡市 加藤寛美  サ・゙フォレストCC 田京秀一  伊東CC
10 鳴原英隆  湖西市 渡辺一久   御殿場市 森川 昇   静岡市 成田朋正   豊岡国際CC
18 佐伯達也  長泉町 熊谷嘉之  三島市 小澤 忍   掛川グリツヒル 山下明史  富士チサンCC

:26 小島千明  浜松市 村田君夫  修善寺CC 服部勝重  藤枝市 堀川岳晴  静岡C'・

34 栗原克明  富士市 内田将彰  修善寺CC 宮司保美  浜松CC 金森祐介  富士チサンCC

10 42 久野鉄也   静岡市 田邊利雄  三島GC 小糸基夫  沼津GC 山本三千夫 静岡C浜岡C

11 50 川治聖敏  島田市 斉藤譲一  東名CC 伊勢川芳治 朝霧シ
ヾ
ャンホ

゛
リー 曽我  清   ホロンGC

12 58 勝亦弘明  富士宮市 渡邊浩 沼津市 世古一雄   富士グリツヒル 落司一富  ホロンGC
13 9 106 小野 靖  沼津市 山田貴明  袋井市 吉田 周   静岡市 伊藤元之  ク

゛
ランディ浜名湖

14 14 江本泰久   静岡市 村上瑞希  富士国際GC 井回路朗  富士チサンCC 中跡朝臣  富士見ヶ丘CC

15 22 今井章広   富士官市 深見健司  磐国市 井 口 学   東名CC 小久江正人  葛城GC
16 30 日吉―智   伊東CC 能登 滋  静岡市 桑山義之   伊東市 鈴木昭彦   三島CC

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

7 :30 後村尚彦  浜松市 金子恵一朗  沼津市 黒崎博志   静岡市

38 中山喜徳  藤枝市 渡邊 享  十里木CC 大高弘昭   浜松シサイドCC 山本喜伸  富士箱根CC
46 本部正己  伊東市 勝又敏雅  東名CC 渡邊憲治   富士宮GC 菊地康友   フジ天城CC

54 鈴木重隆   伊豆の国市 泉田祥唯  伊東市 勝亦恒太  南富士cc 池田浩史  富士宮市

8 :02 稲 口拓哉  静岡市 杉本 圭   富士宮GC 高橋弘幸  伊東CC 植松 強  富士市

10 新員武士   浜松市 渡辺克彦  フジ天城∝ 植野暁彦   り′ヾ―富士CC 平尾喜彦   静岡市

18 塩津匡昭  富士市 山之内祐次 三島GC 福井秀明  富士チサンCC 松谷英樹   本平洋C御殿

26 小林洋平   富士市 森井哲也  清水町 中村耕平  ホロンGC 上光彦  富士箱根CC
34 桑原智樹  牧之原市 神 田直也   フジ天城CC 塩澤弘太郎 静岡C浜岡C 土井致高  り′ヾ―富士CC

10 42 久能大紀  富士チサンCC 森 田邦裕   東名CC 伊豆の国市 吉江泰三   二島市

11 50 種村善導  浜松市 斉藤昌彦  東名CC 遠藤雄一郎 富士市 中野雅文  相良CC
12 58 金井孝介   静岡市 柏木篤司  富士宮市 守屋 覚  浜松市 北本辰雄  修善寺CC
13 9 :06 高橋 武  静岡市 吉村公成   裾野市 鈴木 栄   沼津GC 梅原豊司  富士宮GC
14 14 小田切勇樹  静岡市 諸星幸政  西伊豆町 吉越 徹  富士市 鈴木 守  ミオス菊川CC

15 22 橋 口 琢   静岡市 前 田真吾   袋井市 山時徳雄  キ
｀
ヤツツビイ∝ 中川雅義   富士宮GC

16 30 杉山|1贋平   伊豆の国市 植松幸生   富士市 高木貴英  長泉町 亙:  サ
゛
・フォンストCC



新型コロナ感染症の対策について

新型コロナウィルス感染症拡大防止として下記についてご協力いただけます

ようお願いいたします。

① 37,5度以上の熱や体調の不良を感じる選手は競技への参加をご遠慮く

ださい。

② 大会受付時に非接触型の体温計での検温を行います。37,5度以上の熱

のある方は参加をお断りします。

③ ゴルフ場に入場する際には手の消毒を行ってください。

④ マスクの着用をお願いします。マスクを用意できない場合は咳エチケッ

ト (テ ィッシュ、ハンカチ、上着の内側や袖で覆う)を厳守してくださ

い。

⑤ セルフロラウンドスルーのプレーになります。

⑥ ロッカー、お風呂・レストラン・コース売店は利用できません。

※雨天時は、ロッカー ロシャワーの利用はできます。

※ ドリンクはクラブハウス売店で購入できます。

⑦ ハーフ終了後、ラウンド終了後他、クラブハウスに入る時は必ず手洗い

消毒を行つてください。

③ ラウンド終了後アテスト前に、手洗い・消毒・うがいをしてクラブハウス

に入場してください。

⑨ スコア提出後即時解散となります。

⑩ スコアの掲示はしません、競技終了後静岡県ゴルフ連盟ホームページに

掲載しますので、ホームページでご確認ください。

※今回は翌日の静岡新聞への掲載もありません。

① スコア提出後はクラブハウスにとどまらず速やかに帰宅してください。

⑫ 選手同士密接しての会話はやめてください。

⑬ 選手以外ゴルフ場への入場はできません。

競技委委員長


