
名    前 名    前 名    前 名    前 名    前 名    前 名    前 名    前

センコー㈱ ㈱チェックハウス ㈱東海理化　音羽 ミズノ㈱　B センコー㈱ ㈱豊田自動織機　東浦 森松工業㈱ 東海ガスケット工業㈱

伊達　真一 立川　敏朗 大場　政光 竹生　一貴 髙野　健汰 伊藤　道弘 山本　直樹 市井　学
本田技研工業㈱
鈴鹿製作所　A

東海環境事業㈱ ダイハツ工業㈱ ミズノ㈱　A 亀山急送㈱ 三京アムコ㈱ イビデン㈱ ㈱明和eテック

西脇　正喜 玉川　貴文 丸谷　勝己 宇田　雅史 南里　誠 山本　政治 加藤　大吾 荻原　昭浩

㈱豊田自動織機　高浜 佐藤薬品工業㈱ 岐阜市役所 ㈱第三銀行 ㈱ヒマラヤ
本田技研工業㈱
鈴鹿製作所　B

㈱かねますフルーツ 住友商事㈱

丸山　純志 梶岡　靖之 恩田　秀臣 信田　英二 向井　誠 崎田　雄二 増田　俊佑 佐々　英之

ダイハツ工業㈱ 亀山急送㈱ ㈱モビテック
医療法人育和会
育和記念病院

ミズノ㈱　A 東海環境事業㈱ 三重大学 ㈱橋本ターフ・コントロール

松木　卓茂 後藤　繁生 鈴木　敬太 大西　浩夫 田中　孝佳 北川　寛明 溝口　宏彦 橋本　祐二

センコー㈱ 東海ガスケット工業㈱ トヨタ紡織㈱ TOYO TIRE㈱ ㈱豊田自動織機　高浜 佐藤薬品工業㈱ TOYO　TIRE㈱ 住友商事㈱

伊藤　知彦 萩野　克則 梅村　光弘 原田　清明 南部　久典 多田　一紀 片山　勝司 橋立　真

㈱ヒマラヤ
本田技研工業㈱
鈴鹿製作所　B

東海YMトランス㈱
住友生命保険相互会社

岐阜支社
伊勢赤十字病院 ミズノ㈱　B トヨタ紡織㈱

住友生命保険相互会社
岐阜支社

鹿島　利夫 玉井　良明 山岸　一弥 小川　敏郎 菊川　由美子 藤本　直史 武田　道夫 寺田　琢哉

三甲㈱ 中日ドラゴンズチーム イビデン㈱ レシピシステム㈱ ㈱きんでん　奈良支店 ㈱第三銀行 富士電機㈱ 三京アムコ㈱

後藤　甲平 和田　一浩 竹中　裕紀 三浦　憲二 上　典慶 澤野　公秀 山口　孝司 渡辺　泰志

㈱豊田自動織機　高浜 伊勢赤十字病院 森松工業㈱ ㈱ケイアイワールド ㈱チェックハウス
本田技研工業㈱
鈴鹿製作所　A

医療法人育和会
育和記念病院

㈱ケイアイワールド

桂川　博行 茅野　修二 松久　浩幸 杉浦　裕也 草野　順太郎 森　務 新山　文夫 山際　大斗

㈱きんでん　奈良支店 ㈱チェックハウス 三京アムコ㈱
本田技研工業㈱
鈴鹿製作所　Ｂ

三甲㈱ 中日ドラゴンズチーム ㈱明和eテック イビデン㈱

石田　善紀 草野　正三 三島　丈尚 菅谷　岳史 後藤　薫 立浪　和義 河原　文雄 奥田　泰啓

三甲㈱ 中日ドラゴンズチーム レシピシステム㈱ イビデン㈱ ㈱ヒマラヤ 岐阜市役所 ダイハツ工業㈱ ソニー生命保険㈱

後藤　利彦 川上　憲伸 富田　茂 岡本　正保 林　昭悟 山田　俊仁 松本　隆之 山口　貴司

㈱かねますフルーツ 森松工業㈱ 富士電機㈱ 住友商事㈱ 亀山急送㈱ ㈱東海理化　音羽 レシピシステム㈱ トヨタ紡織㈱

増田　勝 竹田　洋樹 松井　梨奈 村上　資和 野堀　光広 佐野　浩康 民田　陽介 大谷　英之

㈱きんでん　奈良支店 岐阜市役所 ㈱明和eテック 三重大学 三甲㈱ 中日ドラゴンズチーム 三京アムコ㈱ レシピシステム㈱

南　俊樹 熊澤　章太 梶原　有祐 鶴原　清志 田巻　順也 中村　紀洋 福島　道章 山内　芽依
本田技研工業㈱
鈴鹿製作所　A

㈱豊田自動織機　東浦 ㈱橋本ターフ・コントロール ソニー生命保険㈱ ㈱モビテック
住友生命保険相互会社

岐阜支社
東海YMトランス㈱ ㈱ケイアイワールド

髙林　和也 国実　秀典 加藤　孝 髙岸　昌宏 宮地　和彦 田渕　晴義 小澤　烈史 熊谷　種秀

名    前 名    前 名    前 名    前 名    前 名    前 名    前 名    前

㈱ヒマラヤ 森松工業㈱ ㈱第三銀行
医療法人育和会
育和記念病院

㈱豊田自動織機　高浜 ㈱かねますフルーツ 富士電機㈱ ㈱橋本ターフ・コントロール

荒木　暉久 加藤　和洋 川原田　甫 湯山　浩 久米　洋平 昼田　真輝 櫛田　義照 山崎　裕矢

亀山急送㈱ ㈱豊田自動織機　東浦
医療法人育和会
育和記念病院

住友商事㈱
本田技研工業㈱
鈴鹿製作所　A

岐阜市役所 東海YMトランス㈱ ㈱ケイアイワールド

豊田　義郎 北村　卓也 黒岡　浩子 山本　勇司 栗本　浩司 林　素生 今田　政志 矢崎　宏明

ミズノ㈱　A 伊勢赤十字病院 ㈱モビテック
住友生命保険相互会社

岐阜支社
㈱東海理化　音羽 佐藤薬品工業㈱ 三重大学 TOYO TIRE㈱

小笠原　寛典 松井　俊樹 新美　雄一 上村　宗朗 粉川　元気 福田　佑介 金子　滋朗 木村　勇輝

センコー㈱ ㈱かねますフルーツ 東海YMトランス㈱ TOYO TIRE㈱ ㈱きんでん　奈良支店 東海環境事業㈱ トヨタ紡織㈱ ソニー生命保険㈱

濵田　拓也 橋本　幸夫 宮本　拓人 野中　学 杉本　守 田中　伸治 小野　晶久 櫻井　宣満
本田技研工業㈱
鈴鹿製作所　Ｂ

㈱東海理化　音羽 ㈱橋本ターフ・コントロール ソニー生命保険㈱ ㈱豊田自動織機　東浦 ㈱チェックハウス 伊勢赤十字病院 ミズノ㈱　B

福田　雅敏 山本　訓敬 高野　勉 水谷　成 福井　貴浩 高屋　勝己 能勢　義正 福室　伊久男

佐藤薬品工業㈱ 東海ガスケット工業㈱ 富士電機㈱ ㈱明和eテック ミズノ㈱　A ㈱モビテック ㈱第三銀行 東海ガスケット工業㈱

大澤　拓郎 三輪　和久 服部　雅也 関　義晃 益田　一也 平岩　克也 須賀　博紀 三宅　圭

ミズノ㈱　B 東海環境事業㈱ ダイハツ工業㈱ 三重大学

藤原　誠 大藤　直人 瀬滝　雅 藤川　誠一

　

第11回　実業団対抗ゴルフ選手権  西日本決勝大会　組合せ表
日時：令和 2 年 10 月 17 日（土）            於：榊原温泉ゴルフ倶楽部

１番ホールスタート ｽﾀｰﾄ
時間

１０番ホールスタート

1 7 ：30

2 7 ：38

3 7 ：46

4 7 ：54

5 8 ：02

6 8 ：10

7 8 ：18

8 8 ：26

9 8 ：34

10 8 ：42

50

12 8 ：58

11 8 ：

１５番ホールスタート

1 7 ：45

６番ホールスタート ｽﾀｰﾄ
時間

6 8 ：25

3 8 ：01

4 8 ：09

5 8 ：17

2 7 ：53

13 9 ：06

7 8 ：33

実業団対抗ゴルフ選手権　事務局

６番･１５番ホールスタートの選手は、各組のスタート１５分前にカートにて倶楽部ハウスより各スタート
ホールへ出発･移動しますので、お時間迄にマスター室前にお越しください。


