
◆葛城ゴルフ俱楽部（宇刈コース）　Ｐａｒ７２　　 Bグリーン

組 スタート 選手名 選手名 選手名

1 7:30 原　隆 ヤマハ発動機㈱　Aチーム 浦　浩行 ㈱デンソー　湖西製作所

2 7:37 山﨑美希 ヤマハ発動機㈱　Aチーム 加藤高士 ㈱デンソー　湖西製作所 植田岳宏 ブリヂストンエラスティック㈱

3 7:44 松竹研一郎 ヤマハ発動機㈱　Bチーム 山上玄明 ジヤトコ㈱　Ａチーム 西村康二 ブリヂストンエラスティック㈱

4 7:51 松山智彦 ヤマハ発動機㈱　Bチーム 山田雄志 ジヤトコ㈱　Ａチーム 長坂三樹伸 ㈱エフ・シー・シー

5 7:58 鈴木一人 ㈱エフ・シー・シー 森田達也 ジヤトコ㈱　Ｂチーム 布施正和 鈴与グループ　Ａチーム

6 8:05 竹田純二 中電配電サポート㈱ 大内直人 ジヤトコ㈱　Ｂチーム 小林俊博 鈴与グループ　Ａチーム

7 8:12 長嶋昭則 中電配電サポート㈱ 柴　真巳 積水ハウスグループ 里　和生 鈴与グループ　Ｂチーム

8 8:19 山崎將典 静岡市役所 横山芳孝 積水ハウスグループ 加藤雄高 鈴与グループ　Ｂチーム

9 8:26 望月　悟 静岡市役所 西村　淳 ベックマン・コールター・三島㈱ 河村善昌 医療法人社団三誠会

10 8:33 佐藤仁孝 東芝キヤリア　Ａチーム 太田　宏 ベックマン・コールター・三島㈱ 河村智昌 医療法人社団三誠会

11 8:40 直江　渉 東芝キヤリア　Ａチーム 杉浦　真 富士宮市役所 山岸一弥 山岸運送㈱

12 8:47 藤森　徹 東芝キヤリア　Ｂチーム 清　隼人 富士宮市役所 小澤烈史 山岸運送㈱

13 8:54 小林正広 東芝キヤリア　Ｂチーム 小山　武 ㈱コヤマ・ミライエ 藤井　晃 KITAGAWA㈱

14 9:01 川井敏行 静岡鉄道㈱　Aチーム 一杉　開 ㈱コヤマ・ミライエ 難波龍亮 KITAGAWA㈱

15 9:08 吉田真之 静岡鉄道㈱　Aチーム 勝澤貴之 フジゴルフセンター 毛利豊寿 特種東海製紙㈱

16 9:15 勝澤祐子 フジゴルフセンター 尾崎浩幸 サンコー防災㈱ 浅見明彦 特種東海製紙(株)

17 9:22 川治聖敏 静岡鉄道㈱　Ｂチーム 渡辺裕之 サンコー防災㈱ 望月秀一 富士市役所

18 9:29 藤本　剛 静岡鉄道㈱　Ｂチーム 佐藤与市 ソフトバンク㈱　静岡支店 遠藤綱輝 富士市役所

19 9:36 伊藤晴生 静岡ガス㈱　Ａチーム 長野雅史 ソフトバンク㈱　静岡支店 斉藤昌彦 (株)北海建設工業所

20 9:43 大村達也 静岡ガス㈱　Aチーム 渡邊嘉彦 伊豆技研工業㈱ 斉藤譲一 (株)北海建設工業所

21 9:50 池村寿一 静岡ガス㈱　Ｂチーム 今住敬弥 伊豆技研工業㈱ 眞田和久 ㈱富士クリーンサービス

22 9:57 青野明人 静岡ガス㈱　Ｂチーム 播磨良輔 ヤマハ㈱ 三浦晋平 トヨタ自動車　東富士研究所

23 10:04 成田功治 ㈱富士クリーンサービス 吉田信樹 ヤマハ㈱ 深谷克己 トヨタ自動車　東富士研究所

組 スタート 選手名 選手名 選手名

1 7:30 原田豊二 ヤマハ発動機㈱　Aチーム 久保田輝彦 ㈱デンソー　湖西製作所

2 7:37 石井崇雄 ヤマハ発動機㈱　Aチーム 杉浦公英 ㈱デンソー　湖西製作所 許田安孝 ブリヂストンエラスティック㈱

3 7:44 山口好男 ヤマハ発動機㈱　Bチーム 大島秀樹 ジヤトコ㈱　Ａチーム 高塚義明 ブリヂストンエラスティック㈱

4 7:51 蔦木加代子 ヤマハ発動機㈱　Bチーム 中井郁男 ジヤトコ㈱　Ａチーム 中谷賢史 ㈱エフ・シー・シー

5 7:58 弓桁順一 鈴与グループ　Ａチーム 與五澤光治 ジヤトコ㈱　Ｂチーム 田中高廣 ㈱エフ・シー・シー

6 8:05 渡辺尚文 鈴与グループ　Ａチーム 福田雄太 ジヤトコ㈱　Ｂチーム 西岡洋輔 中電配電サポート㈱

7 8:12 谷　直樹 鈴与グループ　Ｂチーム 大沼健二 積水ハウスグループ 清水貴裕 中電配電サポート㈱

8 8:19 黒田真規子 静岡市役所 髙井恒幸 鈴与グループ　Ｂチーム 井口泰宏 積水ハウスグループ

9 8:26 河村三枝 医療法人社団三誠会 杉村秀信 ベックマン・コールター・三島㈱ 澤野公一 静岡市役所

10 8:33 髙橋朋子 医療法人社団三誠会 西川英樹 ベックマン・コールター・三島㈱ 大塚慎介 東芝キヤリア　Ａチーム

11 8:40 馬飼野行雄 富士宮市役所 今田政志 山岸運送㈱ 高山周史 東芝キヤリア　Ａチーム

12 8:47 高野裕章 富士宮市役所 宮本拓人 山岸運送㈱ 遠藤　秀 東芝キヤリア　Ｂチーム

13 8:54 長友健太 ㈱コヤマ・ミライエ 北川　翔 KITAGAWA㈱ 望月隆充 東芝キヤリア　Ｂチーム

14 9:01 長塚忠士 ㈱コヤマ・ミライエ 北川雅弘 KITAGAWA㈱ 山本喜伸 静岡鉄道㈱　Aチーム

15 9:08 久能大紀 フジゴルフセンター 渡仲郁夫 特種東海製紙㈱ 中村匡成 静岡鉄道㈱　Aチーム

16 9:15 久能ソヒ フジゴルフセンター 星野敦彦 特種東海製紙(株) 石川俊輔 サンコー防災㈱

17 9:22 山西大輔 静岡鉄道㈱　Ｂチーム 石川隆正 富士市役所 渡辺尚希 サンコー防災㈱

18 9:29 野田義斗 静岡鉄道㈱　Ｂチーム 下村智宏 富士市役所 林　亮祐 ソフトバンク㈱　静岡支店

19 9:36 岩本育明 静岡ガス㈱　Aチーム 高橋一郎 (株)北海建設工業所 岡内泰士 ㈱富士クリーンサービス

20 9:43 松原亜美 静岡ガス㈱　Aチーム 伊奈道夫 (株)北海建設工業所 玉川大地 伊豆技研工業㈱

21 9:50 溝口真助 静岡ガス㈱　Ｂチーム 池松伸雄 ヤマハ㈱ 佐々木修二 トヨタ自動車　東富士研究所

22 9:57 神谷直弘 静岡ガス㈱　Ｂチーム 野本健太郎 ヤマハ㈱ 大谷元希 トヨタ自動車　東富士研究所

競技委員長 中村泰紀

【イ　ン】

　Ｃhubb損害保険カップ　第４回静岡県企業対抗ゴルフ大会

◆２０２１年８月７日（土）　

　レギュラー 6,375ヤード　　シニア  5,793ヤード　　レディース 5,422ヤード

  
【アウト】


