
開催日： 参加倶楽部数： 36

会場：

競技方法：

ベストスコア賞：フリークラス ベストスコア賞：シニアクラス

松田永基 (太平洋クラブ) 72 髙橋智徳 (ザ・フォレストＣＣ) 73

ベストスコア賞：レディース／グランドシニアクラス

北原　弘 (伊豆にらやまＣＣ) 72

小又　力 (修善寺ＣＣ) 72

宮木末雄 (ザ・フォレストＣＣ) 72

1位 301 2位 303
斉野恵康 73 (35)(38) 太田博之 84 (43)(41)
松田永基 72 (37)(35) 恵川峰夫 74 (34)(40)
小野寺利丸 84 (41)(43) 髙橋智徳 73 (36)(37)
福田幸雄 80 (39)(41) 望月　正 84 (42)(42)
田谷千秋 77 (37)(40) 宮木末雄 72 (35)(37)
横溝建夫 76 (38)(38) 中村　諭 86 (43)(43)

3位 304 4位 306
鈴木正和 76 (38)(38) 山川由馬 78 (44)(34)
北本辰雄 78 (40)(38) 勝亦優甫 75 (38)(37)
武智　勝 82 (39)(43) 平田泰博 74 (36)(38)
望月清人 78 (36)(42) 江藤晃好 78 (36)(42)
小又　力 72 (34)(38) 真野勝俊 79 (40)(39)
山本洋一 80 (41)(39) 岡部義郎 79 (41)(38)

5位 307 6位 310
小島哲志 74 (37)(37) 林　大介 85 (41)(44)
岩﨑寛之 80 (41)(39) 木下弘志 74 (35)(39)
丹野富壽 81 (37)(44) 小久江正人 81 (36)(45)
内山隆昭 83 (38)(45) 鈴木　守 75 (38)(37)
北原　弘 72 (36)(36) 安藤　勤 76 (38)(38)
野上直彦 86 (48)(38) 倉田　誠 83 (42)(41)

7位 313 8位 313
早川　毅 80 (39)(41) 工藤悦男 73 (39)(34)
三上光彦 79 (41)(38) 増田圭介 74 (38)(36)
斎藤博文 81 (40)(41) 伊藤健雄 83 (38)(45)
吉川裕治 76 (35)(41) 良知昌憲 80 (38)(42)
俵　聖徳 78 (40)(38) 成岡利仁 86 (42)(44)
岩﨑志保 82 (41)(41) 大村弘司 87 (43)(44)

9位 316 10位 316
飯田治幸 75 (38)(37) 中跡朝臣 77 (41)(36)
青木裕二 78 (39)(39) 小原秀天 88 (43)(45)
髙栁辰二 77 (36)(41) 0 0 (0)(0)
小澤　忍 83 (39)(44) 永田剛士 77 (38)(39)
鈴木正夫 86 (42)(44) 望月優花 80 (41)(39)
鈴木康男 87 (43)(44) 宮本信行 74 (37)(37)

令和元年１０月２８日（月）　

ザ・フォレストカントリークラブ

フリークラス2名、シニアクラス2名、レディース/グランドシニアクラス2名出場

フリークラス2名、シニアクラス上位1名、
レディース/グランドシニア上位1名、計4名の合計スコア

令和元年度 第4回静岡県クラブ対抗競技

太平洋クラブ ザ・フォレストＣＣ

修善寺ＣＣ 沼津ＧＣ

伊豆にらやまＣＣ 葛城ＧＣ

富士箱根ＣＣ 静岡C島田C

掛川グリーンヒルＣＣ 富士宮ＧＣ



開催日： 参加倶楽部数： 36

会場：

競技方法：

令和元年１０月２８日（月）　

ザ・フォレストカントリークラブ

フリークラス2名、シニアクラス2名、レディース/グランドシニアクラス2名出場

フリークラス2名、シニアクラス上位1名、
レディース/グランドシニア上位1名、計4名の合計スコア

令和元年度 第4回静岡県クラブ対抗競技

11位 317 12位 317
大塚正治 82 (41)(41) 成田朋正 74 (38)(36)
齋藤基樹 78 (41)(37) 林　融 82 (41)(41)
望月一成 83 (39)(44) 木俣　弘 84 (39)(45)
小笠原良雄 79 (38)(41) 井口幹男 89 (42)(47)
望月敏夫 78 (38)(40) 佐藤文雄 81 (42)(39)
岡野六郎 80 (40)(40) 中村俊治 77 (38)(39)

13位 318 14位 319
是永孝次 82 (41)(41) 村田　崇 82 (41)(41)
成島　弘 81 (41)(40) 大石俊雄 77 (39)(38)
中村博文 79 (40)(39) 栗山義久 80 (41)(39)
石上康郎 88 (41)(47) 片山貴雄 98 (47)(51)
池谷富士雄 82 (43)(39) 梅原克敏 91 (48)(43)
村松賢次 76 (39)(37) 釜ヶ谷隆雄 80 (40)(40)

15位 320 16位 320
鈴木基支 85 (44)(41) 肥田雅雄 79 (40)(39)
中村哲勇 79 (38)(41) 宮下　健 78 (42)(36)
尾上博治 75 (36)(39) 北島直之 87 (42)(45)
渡邉伸一 79 (40)(39) 村上栄治 83 (37)(46)
土屋銈吾 83 (40)(43) 伊藤重雄 80 (39)(41)
三田利雄 81 (43)(38) 長谷川幹人 80 (40)(40)

17位 321 18位 321
阿知波賢二 78 (39)(39) 高山卓士 76 (40)(36)
勝亦恒太 84 (38)(46) 山田　弘 88 (44)(44)
石川隆正 77 (35)(42) 井端和生 75 (35)(40)
野田展央 84 (37)(47) 山本哲正 87 (45)(42)
河部俊二 82 (44)(38) 向笠照夫 82 (42)(40)
藤森三奈 90 (42)(48) 金谷峯吉 87 (44)(43)

19位 322 20位 323
中井教尋 80 (40)(40) 加藤弘行 87 (45)(42)
大島秀行 74 (37)(37) 袴田健太郎 80 (36)(44)
大沼　朗 90 (42)(48) 杉山博祥 80 (39)(41)
鈴木俊三 98 (44)(54) 細窪秀和 75 (35)(40)
川口直之 78 (39)(39) 小楠孝夫 90 (46)(44)
牛島孝幸 92 (45)(47) 武田武幸 81 (41)(40)

21位 324 22位 324
渡辺久恭 85 (42)(43) 齋藤丈博 85 (44)(41)
石井宏典 81 (40)(41) 藤田浩次 81 (42)(39)
山田信夫 87 (42)(45) 杉山勝明 89 (40)(49)
山本通磨 79 (37)(42) 山本三千夫 77 (38)(39)
中原　 79 (40)(39) 村瀬正治 87 (47)(40)
剱持民夫 79 (39)(40) 安西基晃 81 (39)(42)

23位 325 24位 325
大石剛士 78 (36)(42) 渡邊真羽 78 (40)(38)
川島信二 83 (43)(40) 遠山敏正 86 (44)(42)
飯田信夫 94 (46)(48) 杉山　満 78 (39)(39)
福島　悟 87 (45)(42) 市森則文 98 (44)(54)
深澤貞夫 77 (39)(38) 田代安男 93 (47)(46)
遠藤　満 79 (39)(40) 大日向明 83 (42)(41)

朝霧ジャンボリーＧＣ 豊岡国際ＣＣ

藤枝ＧＣ 菊川ＣＣ

伊豆スカイラインＣＣ 伊東ＣＣ

南富士ＣＣ 大熱海国際ＧＣ

大富士ＧＣ 浜名湖ＣＣ

凾南ＧＣ 静岡C浜岡C

富士見ヶ丘ＣＣ 富士ＣＣ



開催日： 参加倶楽部数： 36

会場：

競技方法：

令和元年１０月２８日（月）　

ザ・フォレストカントリークラブ

フリークラス2名、シニアクラス2名、レディース/グランドシニアクラス2名出場

フリークラス2名、シニアクラス上位1名、
レディース/グランドシニア上位1名、計4名の合計スコア

令和元年度 第4回静岡県クラブ対抗競技

25位 328 26位 329
長谷公広 81 (42)(39) 大石慶太 84 (45)(39)
細野正明 83 (41)(42) 伊藤元之 87 (46)(41)
濱本信一 87 (41)(46) 橋本　進 80 (38)(42)
村田篤司 81 (41)(40) 神戸庄二 79 (38)(41)
杉本智子 86 (43)(43) 吉田一博 79 (37)(42)
藤井義文 83 (44)(39) 岩田光春 85 (40)(45)

27位 329 28位 330
田中資一 86 (47)(39) 鈴木將夫 82 (41)(41)
磯部寿男 85 (41)(44) 野本健太郎 87 (42)(45)
斉藤重一 75 (36)(39) 田中好信 80 (38)(42)
下本勇二 89 (45)(44) 宮司保美 82 (39)(43)
住　八洲夫 88 (43)(45) 小池卓雄 85 (41)(44)
鴨井日出男 83 (40)(43) 平山晴雄 81 (44)(37)

29位 331 30位 331
勝海直樹 84 (45)(39) 浅原克教 88 (47)(41)
森　昌俊 84 (40)(44) 向川勝利 83 (45)(38)
川竹勝則 78 (43)(35) 鈴木　一 82 (39)(43)
市川日出夫 78 (38)(40) 長阪良造 85 (42)(43)
勝呂宗夫 85 (40)(45) 吉田博史 78 (40)(38)
中川麻美子 86 (43)(43) 青木謙待 80 (40)(40)

31位 331 32位 334
大石智久 81 (39)(42) 川口　慶 84 (42)(42)
前川芳樹 85 (44)(41) 池上俊哉 87 (40)(47)
西迫隆治 88 (43)(45) 安東　章 79 (38)(41)
杉山　央 95 (41)(54) 島内　秀 80 (40)(40)
大川陽一郎 77 (36)(41) 塩田光弘 84 (43)(41)
土屋勝彦 90 (44)(46) 白根　昇 88 (45)(43)

33位 339 34位 343
金光哲淳 91 (45)(46) 石川桂吾 87 (44)(43)
高橋謙司 84 (45)(39) 春田光正 85 (42)(43)
大野弘嗣 79 (37)(42) 岡部孝利 90 (43)(47)
土屋圭吾 79 (38)(41) 神谷雅治 92 (45)(47)
坂田正明 85 (44)(41) 藤田俊典 81 (41)(40)
大崎豊繁 90 (45)(45) 竹下國勝 90 (48)(42)

35位 353 36位 362
大川和哉 101 (52)(49) 市川保広 93 (45)(48)
北古味　容 87 (46)(41) 小川　司 87 (42)(45)
横山文哉 91 (39)(52) 小澤　斉 97 (48)(49)
加藤至康 80 (39)(41) 0 0 (0)(0)
金子武正 85 (41)(44) 袴田　均 85 (43)(42)
鈴木一 91 (45)(46) 0 0 (0)(0)

37位 3996 37位 3996
0 (0)(0) 0 (0)(0)
0 (0)(0) 0 (0)(0)
0 (0)(0) 0 (0)(0)
0 (0)(0) 0 (0)(0)
0 (0)(0) 0 (0)(0)
0 (0)(0) 0 (0)(0)

芦の湖ＣＣ グランディ浜名湖ＧＣ

富士御殿場ＧＣ 浜松ＣＣ

フジ天城ＧＣ ミオス菊川ＣＣ

レンブラントＧＣ 伊豆大仁ＣＣ

サザンクロスＣＣ いなさＧＣ

朝霧ＣＣ 中伊豆ＧＣ


