
Bグリーン

組 スタート 選手名 （所属） 選手名 （所属） 選手名 （所属） 選手名 （所属）

1 7:30 石山　和史 掛川市役所 杉山 　浩 掛川市役所 清水　邦典 大日三協株式会社 横山　証俊 大日三協株式会社

2 7:37 河村　善昌 医療法人社団　三誠会 伊東　康男 医療法人社団　三誠会 吉原 雅之 須山建設株式会社 安形 圭介 須山建設株式会社

3 7:44 溝口 真助 中遠ガス株式会社 杉山 和永 中遠ガス株式会社 市川 尚友 ヤマハ発動機株式会社　A 次廣 敬二 ヤマハ発動機株式会社　A

4 7:51 柴　真巳
積水ハウス株式会社

静岡グループ
大沼　健二

積水ハウス株式会社
静岡グループ

金子　晋之介
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

浜松支店
西村　蘭

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
浜松支店

5 7:58 松竹 研一郎 ヤマハ発動機株式会社　B 蔦木 加代子 ヤマハ発動機株式会社　B 山岸 一弥 山岸運送株式会社 小澤 烈史 山岸運送株式会社

6 8:05 岡本 康幸 Ｃｌａｒｉａｎｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 五井 正樹 Ｃｌａｒｉａｎｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 伊藤　晴生 静岡ガス株式会社　Ａ 中田　喜雅 静岡ガス株式会社　Ａ

7 8:12 影山　哲義 株式会社杏林堂薬局 高橋　諒 株式会社杏林堂薬局 末 純一郎 株式会社タイセイ 末 江里子 株式会社タイセイ

8 8:19 杉山 祥二 鈴与システムテクノロジー株式会社 小杉 洋平
鈴与システムテクノロジー株式会

社
友竹 義明 特種東海製紙株式会社 浅見 明彦 特種東海製紙株式会社

9 8:26 増井　孝典 藤枝市役所 石井　規雄 藤枝市役所 伊藤 太智 静岡鉄道株式会社　A 川井 敏行 静岡鉄道株式会社　A

10 8:33 布施　正和 鈴与グループ　ゴルフ部A 谷　直樹 鈴与グループ　ゴルフ部A 安藤　弘典 株式会社帝装化成 安藤　寿弥 株式会社帝装化成

11 8:40 大村 達也 静岡ガス株式会社　Ｂ 上田 直弘 静岡ガス株式会社　Ｂ 加藤 高士 株式会社デンソー　湖西製作所 浦 浩行 株式会社デンソー　湖西製作所

12 8:47 川治 聖敏 静岡鉄道株式会社　B 野田 義斗 静岡鉄道株式会社　B 篠　尚樹 野村証券株式会社　静岡支店 田口　真也 野村証券株式会社　静岡支店

13 8:54 佐藤 仁孝
東芝キャリア株式会社

富士事業所　A
佐野 忠勝

東芝キャリア株 式会社
富士事業所　A

弓桁　順一 鈴与グループ　ゴルフ部B 里　和生 鈴与グループ　ゴルフ部B

14 9:01 望月　秀一 富士市役所 ゴルフ部A 石川　隆正 富士市役所 ゴルフ部A 小野寺 宏 株式会社アマダ　Ａ 平澤 泰介 株式会社アマダ　A

15 9:08 尾崎 浩幸 サンコー防災株式会社 米山英志 サンコー防災株式会社 小山 武 株式会社コヤマ・ミライエ

16 9:15 鈴木　昭三 株式会社アマダ B 小長井　啓太 株式会社アマダ　B 藤森 徹
東芝キャリア株式会社

富士事業所　B
高山 周史

東芝キャリア株式会社
富士事業所　B

17 9:22 三浦 晋平 トヨタ自動車　東富士研究所 大谷 元希 トヨタ自動車　東富士研究所 遠藤　綱輝 富士市役所　ゴルフ部　B 矢部　嵩浩 富士市役所　ゴルフ部　B

18 9:29 播磨 良輔 ヤマハ株式会社 野本 健太郎 ヤマハ株式会社 西村 淳 ベックマンコールター・三島株式会社 太田 宏
ベックマンコールター・三島株式会

社

組
スタート 選手名 （所属） 選手名 （所属） 選手名 （所属） 選手名 （所属）

1 7:30 小出　卓史 大日三協株式会社 吉野　祐示 大日三協株式会社 中村　光宏 掛川市役所 松永　真也 掛川市役所

2 7:37 高橋 信吉 須山建設株式会社 河合 哲也 須山建設株式会社 西山　隆幸 医療法人社団　三誠会 河村　三枝 医療法人社団　三誠会

3 7:44 清水 亘 ヤマハ発動機株式会社　A 吉本 勇 ヤマハ発動機株式会社　A 神谷 直弘 中遠ガス株式会社 山本 大輔 中遠ガス株式会社

4 7:51 鵜飼　直樹
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

浜松支店
古賀　洋一朗

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
浜松支店

池田　勝則
積水ハウス株式会社

静岡グループ
横山　芳孝

積水ハウス株式会社
静岡グループ

5 7:58 宮本 拓人 山岸運送株式会社 久米 康宏 山岸運送株式会社 松山 智彦 ヤマハ発動機株式会社　B 山口 好男 ヤマハ発動機株式会社　B

6 8:05 青野　明人 静岡ガス株式会社　Ａ 岩本 育明 静岡ガス株式会社　Ａ 細川 昌美 Ｃｌａｒｉａｎｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 山下 毅 Ｃｌａｒｉａｎｔ　Ｊａｐａｎ株式会社

7 8:12 上杉 祥之 株式会社タイセイ 袴田 佳史 株式会社タイセイ 木俣　鉄平 株式会社杏林堂薬局 内田　勇人 株式会社杏林堂薬局

8 8:19 星野 敦彦 特種東海製紙株式会社 渡仲 郁夫 特種東海製紙株式会社 和田 芳明 鈴与システムテクノロジー株式会社 中山 直樹
鈴与システムテクノロジー株式会

社

9 8:26 吉田 真之 静岡鉄道株式会社　A 山本 喜伸 静岡鉄道株式会社　A 松村　憲治 藤枝市役所 遠藤　明寛 藤枝市役所

10 8:33 杉本　智司 株式会社帝装化成 水谷　勝司 株式会社帝装化成 小林　俊博 鈴与グループ　ゴルフ部A 田中 武矢 鈴与グループ　ゴルフ部A

11 8:40 松井 博紀 株式会社デンソー　湖西製作所 久保田 輝彦 株式会社デンソー　湖西製作所 池村　寿一 静岡ガス株式会社　Ｂ 佐野　寛明 静岡ガス株式会社　Ｂ

12 8:47 米山　弘朗 野村証券株式会社　静岡支店 内堀 峻志 野村証券株式会社　静岡支店 中村 匡成 静岡鉄道株式会社　B 長房 豪 静岡鉄道株式会社　B

13 8:54 佐藤　義寛 鈴与グループ　ゴルフ部B 加藤 　雄高 鈴与グループ　ゴルフ部B 直江 渉
東芝キャリア株式会社

富士事業所　A
大塚 慎介

東芝キャリア株式会社
富士事業所　A

14 9:01 佐藤 正昭 株式会社アマダ　Ａ 浅見 淳一 株式会社アマダ　Ａ 望月　一広 富士市役所　ゴルフ部 A 下村　智宏 富士市役所 ゴルフ部　A

15 9:08 長友 健太 株式会社コヤマ・ミライエ 一杉  開 株式会社コヤマ・ミライエ 松浦 稜介 サンコー防災株式会社 澤出 美徳 サンコー防災株式会社

16 9:15 遠藤 秀
東芝キャリア株式会社

富士事業所　B
田中 秀樹

東芝キャリア株式会社
富士事業所　B

川嶋　正三 株式会社アマダ B 望月　崇光 株式会社アマダ B

17 9:22 塩川　直人 富士市役所　ゴルフ部　B 齋藤　健一 富士市役所　ゴルフ部　B 深谷 克己 トヨタ自動車　東富士研究所 佐々木 修二 トヨタ自動車　東富士研究所

18 9:29 杉村 秀信
ベックマンコールター・三島株式会

社
西川　英樹

ベックマンコールター・三島株式会
社

高橋 義明 ヤマハ株式会社 柴 健一郎 ヤマハ株式会社

チャブ保険カップ　第２回静岡県企業対抗ゴルフ大会

◆２０１９年８月１０日（土）　

レギュラー　6,462ヤード、シニア　6,112ヤード、レディース　5,175ヤード　
【アウト】

競技委員長・中村泰紀　　　

【イ　ン】

◆葛城ゴルフ俱楽部（山名コース）　Ｐａｒ７２　　

※この組合せは、当日変更することがあります。

※ハーフ終了後休憩が入ります。


