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静岡県社会人ゴルフ選手権大会予選会①
4.7'Wed

(愛鷹 )

沼;華GC

★この は 、

★予選通過人数は当日発表いたします。

Na スタート 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 )

7 :30 :L崎雅文   葛城GC 竹内浩典   富士小山CC 中り|1雅義  富士宮GC
38 渡辺一久  御殴場市 佐藤友行  愛鷹600C 鈴木昭彦  三島CC

46 村田君夫   修善寺CC 和 田康弘   富士チサンCC 高村下口央   富士箱根CC
54 酒井祐二   修善寺CC 真崎新 ―‐ 静岡市 落司一富  ホロンGC

8  :02 井上雅由  三島GC 小林祐介  富士チサンCC 渡邊憲治  富士宮GC
10 山本武雄:  修善寺CC 海野志郎  富士宮GC 平田良彦   沼津GC
18 望月大輔   富士宮市 値野暁彦   リギー富士CC 伊豆の国市

26 北古味 容  富士宮市 桑山義之  伊東市 吉江泰三  フジ天城CC

34 泉田祥唯   伊東市 森田邦裕  東名CC 山下明史   富士チサンCC

10 42 杉本耕太   静岡市 石間 渉   富士チサンCC 梅原豊司  富士官GC
11 50 佐藤浩志   浜松市 鈴木利典  富士宮GC 安達光宣  |卜・―富士CC

12 58 富士箱根CC 矢後博次  杏平洋C御殿 渡邊貞男  リギー富士CC

9  :0613 海老名泰   沼津市 大川直人   修善寺CC 永 田剛士   浜松シーサイヽ GC

14 14 石 川 田京秀―̂  伊東CC杉 山博紀   富士言GC
15 22 神日直也   沼津GC 塩爆 賢 二   修善寺CC 清水道徳   富士宮GC
16 30 小池紳 一離  富士市 西ケ谷博行 静岡市 原木克尋|1  富士官GC
17 38 平尾喜彦   静岡市 高橋重司  東名CC 山口賢哉  浜松シ4■・∝

1618 渡辺徳充   富士市 佐野昌孝  朝霧ガィ′ホ
・1- 岩時寛之  伊豆にらやま

臨 スタート 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属 ) 氏 名 (所 属) 氏 名 (所 属 )

7  :30 小松原竜広  袋井市 石目貴弘  富士チサンCC 森 昌俊  フジ天城∝

38 L.之内祐次  三島GC 百瀬哲也   伊東CC 大高弘昭  浜松シ■■ヽ
・OC

46 小野友和   沼津GC 斉能武 史  富士宮GC 鈴木 研   掛川市

154 菊地康友  修善寺CC 渡辺克彦  フジ天城∝ 太平洋 C御殿佐藤栄祐

8  :02 関野真人   伊東市 金子恵一朗 沼津市 北本辰雄  修善寺CC
10 沼津市
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度邊浩 内田将彰  伊豆市 「L峙徳雄  キ
゛
了ツヒ

｀
イGC

18 山上玄明  富士市 福井秀明  富士チサンCC 日吉一智   伊東市

26 土屋正明   フジ天城∝ 曽我 清   ホロンGC 松浦安洋   静岡市

34 高橋義将   富士市 渡邊久寿  静岡市 土井致萬  げ ―富士cC

4210 加藤忠男  沼津GC 杉山正和   静岡市 新貝武士   浜松市

11 50 大川知巳  伊東市 金子武志   浜松市 山本晃平   伊豆にらやま

12 58 天野秀一   静岡市 久保 田光男 富士千サンCC 堀内芳洋   朝霧シ・″ボリ‐

13 9  :06 稲 口拓哉  富士チサンCC 芦川英樹  沼津GC 鈴木正和  修善寺CC
14 14 渡会成浩  ホロンGC 芹澤真一   沼津GC 秋山佳輝   伊東CC
15 22 丸山 大   沼津GC 高橋弘幸  伊東CC 安藤  弘   富士宮GC
16 30 大村宗志   浜松シサイドGC 菊地展弘  フジ天城CC 平田泰博  沼津GC
17 38 金刺紀雄   富士チサンCC 佐藤英紀  大熱海国際G 中跡朝臣   富士見ヶ丘CC

18 46 田村嘉宏  静岡市 榊原直樹  清水町 八巻朋義  沼津GC

競技委員長  高田 安和


