
増田　兆孝 グリーンヒルＴＣ 古橋　弘章 アオヤマスポーツ

竹中　健矢 ブレスガーデン 増田・竹中 古橋・日向 日向　俊介 アオヤマスポーツ

沖田　陽介 ﾎﾄﾆｸｽ 62 64 木村　敏史 KOT-TUM

横井　涼 ﾎﾄﾆｸｽ 増田・竹中 古橋・日向 奥田　良太 KOT-TUM

池谷　拓実 マインドサン 61 63 鈴木　啓右 ブレスガーデン

山本　諒 マインドサン 池谷・山本 鈴木・増田 増田　雄一 ブレスガーデン

大原　満 OTC 75 63 宇佐美　皓一 静岡市立高校

宮崎　祐一 OTC 増田・竹中 太刀岡・鈴木 仲　佑紀 静岡市立高校

宮下　龍一郎 ＴＡＳ 83 83 坂本　光 浜松市立高校

片山　英司 ＴＡＳ 宮下・片山 太田・加藤 小沼　瑞季 浜松市立高校

坂井 克彦 浜松湖南高校 62 64 太田　洋平 Wish TC

ハシズメイサム 浜松湖南高校 宮下・片山 太刀岡・鈴木 加藤　康祐 Wish TC

髙橋　譲 Wish TC 64 63 鈴木　府文 Red Sox

夏目　修平 Wish TC 髙橋・夏目 太刀岡・鈴木 大石　彰 Red Sox

高柳　希旭 浜松南高校 62 60 太刀岡　裕 グリーンヒルＴＣ

若山　裕貴 浜松南高校 増田・竹中 杉浦・太田 鈴木　佳太 栃木体育協会

浜崎　雅士 アオヤマスポーツ 82 82 秋山　雄亮 しずおか信用金庫

井上　敬介 マインドサン 浜崎・井上 秋山・佐藤 佐藤　大和 愛知学院大学

鈴木　貴陽 浜松湖東高校 61 64 山下　泰弘 ダブルシープ

楠　雅斗 浜松湖東高校 浜崎・井上 秋山・佐藤 青島　浩千 萩丘TC

多胡　直弥 ビボーン 60 63 大塚　真樹 静岡市立高校

後藤　源 ビボーン 多胡・後藤 東・瀬古口 鷲津　祥久 静岡市立高校

小池　湧也 愛知学院 75 63 東　貴大 中京大学

船橋　圭 愛知学院 吉見・中山 杉浦・太田 瀬古口　知 中京大学

吉見　恒輝 明治大学 85 82 加藤　優作 時之栖ＴＣ

中山　隼 立命館大学 吉見・中山 加藤・西山 西山　大貴 時之栖ＴＣ

岡部　英寿　 ダブルシープ 60 60 原田　佳典 ﾎﾄﾆｸｽ

大庭　洋信 ダブルシープ 吉見・中山 杉浦・太田 中田　智之 ﾎﾄﾆｸｽ

加藤　勝彦 ﾎﾄﾆｸｽ 62 75 石塚　善成 浜松工業高校

安藤　大樹 ﾎﾄﾆｸｽ 古田・杉澤 杉浦・太田 佐原　克哉 浜松工業高校

古田　伊蕗 浜松市立高校 62 64 杉浦　勝貴 中央大学

杉澤　克 浜松市立高校 太田　悠介 法政大学

男子補欠

渡辺　宇宙 浜松工業高校

中本　喜丸 浜松工業高校

中村　圭佑 40-40

中村　翔 40-40
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関口　知子 丹那ＴＣ

山口　恵実 駒澤大学 関口・山口

髙橋　明莉 WishTC 60

坂本　雛子 WishTC 髙橋・坂本

小渡　ちなみ OTC 61 関口・山口

大原　一美 OTC 86

石津　麻瑞 浜松市立高校

森島　優 浜松市立高校 石津・森島

高橋　円香 坪井クラブ 61

山本　陽子 佐鳴台LTC 関口・山口

清水　春南 千代ＴＣ 85

東　由貴 しずおか信用金庫 清水・東

長尾　成美 アオヤマクラブ 61

神藤　幸子 マインドサン

小山　ひかり 常葉大学浜松 上杉・江間

八木　吟 常葉大学浜松 原田・野村 85

原田　泰子 マインドサン 76(5)

野村　友香 マインドサン 上杉・江間

上杉　南 立命館 62

江間　美佑 立命館

４５歳

山田　寿幸 HTF

鈴木　庸弘 HTF 鈴木・金子

鈴木　清吾 鹿谷倶楽部 75

金子　哲也 鹿谷倶楽部 鈴木・金子

伝　利夫 本田浜友会 64

内山　淑夫 ダブルシープ 伝・内山

小池　基夫 グリーンポート 75

藤田　篤人 駿河台ＬＴＣ
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