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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。

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

7  :30 若菜紳一郎 静岡市 中村裕 也  静岡C浜敵 ; 落司~昌   ホロンGC 冨樫光也  浜松市

38 松井大樹   森町 平野和行   浜松CC 佐藤栄祐   杢平洋C御殿 青木 岡ll  豊岡国際CC

46 名倉竜之  静岡市 斉藤貴己  沼津GC 柳原隼   静岡市 佐藤 淳  げ ―富士cc

54 中村友之  島田市 小野正義  修善寺CC 小7畢順一  レイク浜松CC 鈴木秀幸  サ・゙フルストCC

8 :02 田村嘉宏  静岡市 山本 淳   湖西市 袴田隆義   ク
゛
ランディ浜名湖 宮司保美  浜松CC

10 杉山卓也  静岡市 福井秀明  富士チサンCC 鈴木昭彦   三島CC 渡辺克彦   フジ天城GC

18 鈴木大介   磐田市 服部勝重   藤枝市 平出賢司  浜松市 青木裕二  掛川市

26 澁谷拓美  森町 鈴木 馨  磐田市 高林 誠  静岡C袋井C 今田政志  浜松CC

34 佐野拓 也  富士宮市 小野田和之  浜松市 曽我 清  ホロンGC 井 口 学  東名CC

10 42 小池紳一朗 富士市 岩間 渉  富士チサンCC 芥田晃志  浜松シー■イドCC 今井章広  富士官市

11 50 久野鉄 也  静岡市 泉田祥唯  伊東市 深津幹彦  浜松市 堀内敏弘  サ・゙フルストCC

12 58 渡邊 享  十里木CC 小楠佳子  三木の里CC 山本三千夫  静岡C浜岡C 上野信治   浜松市

13 9 :06 岡野五郎   菊川CC 山本 洋   藤枝GC 渡辺寛明  富士市 原木克訓   富士官GC

14 14 高柳辰二  十・゙フルストCC 大西郁雄  静岡C浜岡C 大石博志  富士官GC 藤原幸史  浜松シ」イドCC

15 22 石神暢久   静岡市 鈴木晃   袋井市 石川桂吾  葛城GC 木梨雅夫  菊川市

16 30 岡本明憲   菊川CC 秋山直登   焼津市 中村秀実   浜松CC 木下俊一   掛川グリーンヒル

17 38 山本欣宏  森町 本1′ 田ヽ吉洋   静岡C袋井C 三井 亙  サ・゙フルストCC 杉本知範  静岡市

18 46 半田健ニ   ホロンGC 金森祐介  富士チサンCC 大場俊介  浜松CC 藤田浩次  静岡C浜岡C

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

7  :30 渡邊浩 沼津市 澤木康人  サ・゙フルストCC 高橋弘幸  伊東CC 高柳淑稔  浜松市

38 山口智彦  浜松市 松下尚樹   ホロンGC 加藤寛美  静岡C袋井C 高橋 武  静岡市

46 松井桂佑   森‖] 喜田賢司  浜松CC 大高弘昭  浜松シサイドOC 稲 口拓哉  富士チサンCC

54 中山喜徳  藤枝市 北古味 容: 富士宮市 ij`H川 岳晴   静岡C袋井(: 岩崎佳弘   静岡市

8 :02 土屋正明  フジ天城GC 柏木篤司  富士宮市 芝田栄司  葛城GC 高良浩司  サ。゙フルストCC
10 種村善導  浜松市 松山修一  静岡市 伊藤光寿  浜松CC 石川克典  藤枝市

18 杉山 守   磐田市 平木貴之  相良CC 吉江泰三  フジ天城GC 安藤 勤  葛城GC
26 杉本耕太  静岡市 西村康二  静岡C浜岡C 藤田義廣  三木の里CC 向川勝利   ミオス菊川CC

34 澤木健至  サ・゙フルストCC 芹澤真一  沼津GC 庄司龍右   富士チサンCC 野呂昌孝  浜松市

10 42 佐藤浩志   浜松市 桑山義之  伊東市 清水寿夫  葛城GC 桑原智樹  牧之原市

11 50 栗原克明  富士市 大川知 巳  伊東市 市川勝一  静岡市 影 山敏裕   浜松CC
12 58 小野 田直人  焼津市 青野明人   ミオス菊川CC 渡辺直樹   富士宮GC 間渕順弥   豊岡国際CC
13 9 :06 米津雄太  富士市 鈴木利典  富士宮GC 芦川英樹  沼津GC 成田朋正  豊岡国際CC
14 14 小補正樹   浜松市 須部典征  三木の里CC 吉田 周  静岡市 神谷昌宏   掛川グリーンヒル

15 22 江本泰久   静岡市 秋山保幸   静岡C島田GC 河上和也   いなさGC 恵川峰夫   レイク浜松CC

16 30 岩本育明  静岡市 北野文隆   ミオス菊川CC 仁地隆雄   豊岡国際CC 小澤岡|1    島田市

17 38 池谷康人  磐田市 中村 寛  富士エースG 大畑雅之   ホロンGC 杉山貴昭  静岡市

18 46 吉田博史   ミオス菊川CC 杉山博祥  浜名湖CC 高山茂之  サ・`フルストCC 河原崎生安  御前崎市

競技委員長  杉本 肇


