
片山　勝司 木村　勇輝 大葉　仁 島袋　達広 花形　貴久 中島　隆 中西　繁夫 池山　宗良

岩崎　広範 水谷　一之 舘　勝幸 服部　鉄也 伊藤　彰宏 服部　雅也 長谷川　徹 高田　正則

山口　孝司 櫛田　義照 田口　彰 冨貴田　大輔 田畑　佳寿人 横井　孝充 佐藤　元樹 安藤　暢浩

松井　俊樹 太田　明美 伊藤　健一 馬島　由伊 南里　誠 豊田　義郎 坂本　直樹 松井　梨奈

平田　龍平 片山　克則 加藤　勲 出口　靖樹 大西　好平 久保　和秀 長崎　直泰 森　豊

西脇　正喜 髙林　和也 上野　克敏 岩本　浩之 桑野　慎吾 三宅　正也 藤川　誠一 金子　滋朗

後藤　薫 福田　健人 恒川　成司 齋藤　直樹 石本　康成 横道　真二 小泉　照平 平賀　崇朗

前多　浩一 大東　拓 大谷　信郎 中辻　光博 新屋　進太郎 小島　邦彦 濱田　潤 菅谷　千晴

水貝　陽介 小川　英昭 菅谷　岳史 桑野　敦司 大川　浩 丸毛　良介 岡部　豊 牧志　明直

服部　勝彦 田畑　幸仁 山本　真志 宇野　研一郎 後藤　甲平 大西　崇之 黒川　勢野 野呂　直也

野堀　光広 後藤　繁生 石川　浩司 野村　悠斗 森　務 栗本　浩司 坂口　憲之介 丹　孝文

鶴原　清志 内田　淳正 多和田　信幸 近澤　貴住 若松　幸司 伊藤　昭弘 草野　雅至 樋口　勝成

近藤　巧也 渡邊　聡 前田　正昭 山口　秋美 甫立　秀彦 相星　克哉 佐橋　裕美 樋口　伊津美

野瀬　孝典 飯柴　敏夫 湯高　佳一 高山　哲也 東山　知史 早川　雅紀 桑原　浩通 近藤　明人

川端　勇賢 根本　秀樹 上杉　直人 村崎　朗 茅野　修二 菊川　由美子 中西　直 鎌田　昭

原田　清明 鷲田　卓也 林　彰人 辻　威彦 山尾　弘幸 水野　祐希 水谷　節郎 福本　紘久

松島　岳史 青　則幸 駒田　拓也 竹内　健人 米原　幹人 市勢　浩二 林　光明 安藤　智広

川北　達也 米倉　武志 福本　雅 林　寛子 大西　勇次 神戸　貴大 星野　有 井上　健太郎

太田　克真 矢田　泰彦 岡　大気 原田　理 山下　悟史 小林　建太 山川　喜代司 大窪　久文

村瀬　正美 喜田　純 松本　五輪男 阪本　邦博 長谷川　大輔 小倉　美鈴 吉田　厚志 石川　賀久

川口　宗一 松永　和浩 中野　健一郎 中村　雅彦 山中　暁 酒徳　眞志 左近　由紀子 森井　敦子

三重県実業団対抗ゴルフ選手権　事務局

第12回　三重県実業団対抗ゴルフ選手権  組合せ表

日時：令和3年7月24日（土）            於：三甲ゴルフ倶楽部 榊原温泉コース

１番ホールスタート ｽﾀｰﾄ １０番ホールスタート

日通商事株式会社 松阪中央総合病院ゴルフ同好会　A

2
岩崎産業㈱ 株式会社日商

7 ： 08
富士電機㈱　B 株式会社オクムラ

1
TOYO　TIRE㈱　A 愛知機械　B

7 ： 00

住友電装株式会社 三岐通運株式会社　A

4
伊勢赤十字病院 本田技研工業㈱ 鈴鹿製作所D

7 ： 24
亀山急送株式会社 富士電機㈱　C

3
富士電機㈱　A 丸亀産業株式会社

7 ： 16

株式会社K’ｓプラン 愛知機械　B

6
本田技研工業㈱ 鈴鹿製作所A 日通商事株式会社

7 ： 40
TOYO　TIRE㈱　A 三重大学

5
豊通ヴィーテクス株式会社 株式会社オクムラ

7 ： 32

本田技研工業㈱ 鈴鹿製作所B TOYO　TIRE㈱　B

8
古河電工㈱　三重事業所A 清水建設株式会社　B

7 ： 56
丸亀産業株式会社 セントラル硝子株式会社

7
三甲株式会社

7 ： 48
清水建設株式会社　A

松阪中央総合病院ゴルフ同好会　A
8 ： 12

三甲株式会社 株式会社三十三銀行

9
三岐通運株式会社　A 本田技研工業㈱ 鈴鹿製作所B

8 ： 04
富士電機㈱　A 株式会社日商

10
愛知機械　A

本田技研工業㈱ 鈴鹿製作所A 辻製油㈱

12
三重大学 富士電機㈱　C

8 ： 28
豊通ヴィーテクス株式会社 富士ﾌｲﾙﾑﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱　A

11
亀山急送株式会社 ㈲岡井博進堂

8 ： 20

14
愛知機械　A 富士電機㈱　B

8 ： 44
株式会社ジェイテクト 清水建設株式会社　A

13
株式会社三十三銀行 株式会社ジェイテクト

8 ： 36
本田技研工業㈱ 鈴鹿製作所D 岩崎産業㈱

伊勢赤十字病院 ㈲岡井博進堂

16
TOYO　TIRE㈱　B 辻製油㈱

9 ： 00
古河電工㈱　三重事業所A 清水建設株式会社　B

15
住友電装株式会社 セントラル硝子株式会社

8 ： 52

本田技研工業㈱ 鈴鹿製作所C 三岐通運株式会社　B

18
株式会社K’ｓプラン 富士ﾌｲﾙﾑﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱　B

9 ： 16
富士電機㈱　E 松阪中央総合病院ゴルフ同好会　B

17
古河電工㈱　三重事業所B 松阪中央総合病院ゴルフ同好会　C

9 ： 08

古河電工㈱　三重事業所B 松阪中央総合病院ゴルフ同好会　B
21

ダイソウ工業株式会社 三岐通運株式会社　B
9 ： 40

ダイソウ工業株式会社 富士ﾌｲﾙﾑﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱　B

20
富士電機㈱　E 本田技研工業㈱ 鈴鹿製作所C

9 ： 32
松阪中央総合病院ゴルフ同好会　C 富士電機㈱　D

19
富士ﾌｲﾙﾑﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱　A 富士電機㈱　D

9 ： 24


