
天童商工会議所会員親睦ゴルフコンペ

《組合せ表》 （敬称略）

組 ｽﾀｰﾄ時間 氏名 氏名 氏名 氏名

1 7時28分 大石　俊樹 東　孝一 千原　幸雄 鈴木　末三 4人

工業 日新製薬㈱ アクサ生命保険㈱ 工業 ㈱東海林製作所 工業 芦野工業㈱

2 7時35分 村山かずゑ 木村　正人 遠田　則夫 齋藤　清貴 4人

日新製薬㈱ 日新製薬㈱ 日新製薬㈱ 日新製薬㈱

3 7時42分 石塚　昭宏 佐藤　祐司 吉野修一郎 矢田　涼一 4人

金融 山形銀行天童支店 金融 山形銀行久野本支店 金融 山形銀行長岡支店 金融 山形銀行芳賀支店

4 7時49分 野口　弘之 野口　美樹 奥山　清春 増井　浩一 4人

建設 野口実業㈱ 商業 ㈱野口 工業 ㈱新東京ｼﾞｵ・システム 観光 ㈲大栄商事ディスパス天童店

5 7時56分 後藤　茂實 工藤　忠彦 今野　一男 星川　明彦 4人

サービス アイデンティ㈱ アイデンティ㈱ サービス ㈱大風印刷 ㈱大風印刷

6 8時03分 工藤　繁巳 鈴木　一八 赤塚　みよ子 市川　直弥 4人

アイデンティ㈱ アイデンティ㈱ 観光 ＭＩＥウィリアム 金融 アクサ生命保険㈱

7 8時10分 高橋　繁夫 分銅　昭夫 村山　征彦 高橋　敏一 4人

サービス 高橋整形外科 商業 ㈱三鈴 建設 ㈱イイダ設計 商業 ㈱新月堂

8 8時17分 後藤　重雄 斎藤　幸雄 佐藤　豊 相馬　勝博 4人

工業 日東商事㈱ 工業 ㈱SIウェルディング 建設 ㈲サトー測量事務所 金融 ㈱相馬労務研究所

9 8時24分 藤山　貢 古川　良悦 阿部　政美 青柳　敬子 4人

観光 ごっつおう鯛山 商業 ㈲古川商事 観光 すずしろ 観光 天童ゴルフ㈱

10 8時31分 佐竹　武志 細矢　俊博 鶴　勝見 滝口　君雄 4人

金融 ㈱佐竹商会 建設 ㈲今田石材店 建設 鶴建設㈱ 工業 ㈲滝口製作所

11 8時37分 佐野　宏美 遠藤　幸利 太田　徳昭 真見　孝志 4人

商業 ㈱さのや 商業 ㈲盛寿庵 工業 ㈱太田製材 工業 東北パイオニア㈱

組 ｽﾀｰﾄ時間 氏名 氏名 氏名 氏名

1 7時35分 梅津　耕二 武田　幸夫 名和　邦二 鈴木　修次 4人

金融 ㈱荘内銀行天童中央支店 金融 ㈲FPコンパス 建設 ㈲匠名建築事務所 交通 長岡ガス供給㈱

2 7時42分 大髙　廣志 佐藤　裕之 加藤　賢治 大林　賢一 4人

建設 三協コンサルタント㈱ 三協コンサルタント㈱ 三協コンサルタント㈱ 三協コンサルタント㈱

3 7時49分 後藤　博幸 後藤　嘉一 武田　克二 後藤　伸二 4人

建設 ㈲ゴトー建材店 ㈲ゴトー建材店 建設 Eテック・タケダ ㈲ゴトー建材店

4 7時56分 斎藤　忍 渋谷　善弘 大場洋一郎 森谷　智寛 4人

アイデンティ㈱ アイデンティ㈱ アイデンティ㈱ アイデンティ㈱

5 8時03分 工藤　聡 瀬野　純 櫻井　哲人 山川　勲 4人

アイデンティ㈱ アイデンティ㈱ アイデンティ㈱ アイデンティ㈱

6 8時10分 高橋　一幸 森谷　浩行 斉藤　実 冨樫　智彦 4人

商業 ㈱ジェイエイてんどうフーズ ㈱ジェイエイてんどうフーズ ㈱ジェイエイてんどうフーズ ㈱ジェイエイてんどうフーズ

7 8時17分 高橋　正 大類　聖次 山口　健一 奥山マスミ 4人

建設 丸七建設㈱ 丸七建設㈱ 建設 ㈱山口興業 ㈱山口興業

8 8時24分 西田　吉夫 東海林和雄 東海林昭宏 伊藤　孝博 4人

丸七建設㈱ 丸七建設㈱ 丸七建設㈱ 丸七建設㈱

9 8時31分 鈴木　和典 結城　恒美 武田　幸広 村山　市郎 4人

工業 ㈱山本製作所 ㈱山本製作所 ㈱山本製作所 工業 ㈱ベネッセ

10 8時37分 井上　博夫 武田　英一 富田　進 熊谷　兼美 4人

交通 サトウ石油㈱ サトウ石油㈱ サトウ石油㈱ サトウ石油㈱

参加者計 84人

１） 個人戦 ２） 部会別エントリー数
総合　一般　シニア(70歳～）・レディース 商業 商業 7人

２） 団体戦 工業 工業 11人
部会対抗のエントリーは、所属部会の会社の代表者になります。 建設業 建設 11人
※1事業所から１名　代表者が出場してない場合は役職者等 観光 観光 5人
５チーム対抗 サービス業 サービス 3人
　工業　商業　観光　建設業　サービス＆交通運輸　金融 交通運輸 交通 2人

金融 金融 9人
48人
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