
第4回スナッグゴルフ寄贈チャリティーゴルフ大会 in かしわ　組合せ表
 　　　　　　　　　　⽇程　：　2019年8⽉26⽇（⽉）

 　　　　　　　　　　会場　：　藤ヶ谷カントリークラブ 
№1 START ※集合場所は、№1ティーイングエリア №10 START ※集合場所は、№10ティーイングエリア （敬称略）

ｽﾀｰﾄﾎｰﾙ ｽﾀｰﾄ時間 TEE 
集合時間 チーム名 ｽﾀｰﾄﾎｰﾙ ｽﾀｰﾄ時間 TEE 

集合時間 チーム名

№5 START ※出発場所は、マスター室前 №14 START ※出発場所は、マスター室前
ｽﾀｰﾄﾎｰﾙ ｽﾀｰﾄ時間 マスター室前

出発時間 チーム名 ｽﾀｰﾄﾎｰﾙ ｽﾀｰﾄ時間 マスター室前
出発時間 チーム名

Gosan

姫ハブ＆古稀マングース

チームオールブラックス

マドンナと楽しい仲間達

team  Imagine

チーム KISS　　　　　　　
（ケー・アイ・エス・エス）

ヤマト運輸（仮称）

ヤマパンオールスターズ

公益社団法⼈柏⻘年会議所 10-6 8:35 8:25
サトウ マサヒロ タケイ ジョウ

7:57
宇山　博和 久吉　孝司 清水　昇 高松　徹

　スケガワマサヒロ マスダヒデヒト

ウヤマ　ヒロカズ

5-5 8:28 8:13 14-5 8:28 8:13
成島　康之

8:21 8:06
松本　真輝 廣田　光庸 永山　良範 芳野　雄

ヒロタ　ミツノブマツモト　マサキ ナガヤマ　ヨシノリ
チームアロマ

Team 2020

テランプ

DNP

いい大明神

成島　千香子
ナルシマ　ヤスユキ ナルシマ　チカコ

5-4 8:21 8:06 14-4

オオツジ　ジュンエイサイトウ　トシオユアサ　ノボルナカガワ　セイジ

カトウ　ミツオ

7:59
米村　康二 工藤　英明 尾崎　貴浩 海⽼原　昭二

地球ゴルフ倶楽部

エビハラ　ショウジ
川五郎2

7:52
エンドウ マリナ カミヤ ヒデキ クガ シュウイチ

加藤　三男 遠藤　マリナ 神谷　秀樹 久我　修一

湯浅昇 斎藤俊雄 大辻順英
5-3 8:14 7:59 14-3 8:14

5-2 8:07 7:52 14-2 8:07Red Diamonds

工藤組

マエダ　タケシ マエダ　マチコ イイムラ　カズユキ

ヨネムラ　コウジ クドウ　ヒデアキ オザキ　タカヒロ

前田　剛 前田　眞智子 飯村　和之

5-1 8:00 7:45 14-1 8:00 7:45
吉賀　れい子 吉賀　謙治 越塚　徳昭 坪井　信⾏ 相山　悦子 相山　明 佐々木　雅子
ヨシガ　レイコ ヨシガ　ケンジ ササキ　マサコアイヤマ　アキラアイヤマ　エツコ

相山様ご夫妻チームれい子と頼れる相棒
コシズカ　ノリアキ ツボイ　ノブユキ

1-9 8:56 8:46 10-9 8:56 8:46
飯野　和雄

プレーヤー プレーヤー

1-10 9:03 8:53
溝上　顕司 赤井　敦俊 上田　智樹
ミゾカミ　ケンジ アカイ　アツトシ ウエダ　トモキ オヌマ　ヤスヒロ

小沼　康弘

燃えよボラゴン
ヨコヤマ　ケイゾウ イケグチ テツロウ モズミ ジロウ ヤギ　コウスケ

菱田 信治 落合 勉
七福神選抜チーム

根本 一男
イイノ カズオ ヒシダ ノブハル オチアイ ツトム ネモト カズオ トミタ　マサル オカモト　チカラ スズキ　タカミチ

1-6 8:35 8:25

1-8 8:49 8:39 10-8 8:49
中嶋　祐輔中嶋　智輝

習志野 S(シニア)

KSN

木村  良男
1-7 8:42 8:32 10-7 8:42 8:32

8:39
横山　恵造 池口 哲朗 茂住 治朗 八木 康介

山本　昇 伊井　弘昌

佐藤　正大 武井　丈

井上 正之

ヤモチ　クメコホリコシ　コウヘイケンノ　ヨシタカオキ　ヨシヒコ

堀越　厚平 矢持　くめ子

荻野　真秀

軒野　仁孝

橋本　克也 朝倉　薫 二宮　健
オギノ　マサヒデ ハシモト　カツヤ アサクラ　カオル ニノミヤ　ケン

佐々木　晃司 ⻫藤　夏樹

1-5 8:28 8:18 10-5 8:28 8:18
大石　勉 米田　滋 ⿊川　栄子 湯浅　果菜

オオイシ ツトム ヨネダ シゲル クロカワ エイコ ユアサ　カナ

1-4 8:21 8:11 10-4 8:21 8:11

8:04
海⽼原　弘 坂本　博 丸山　高志 大野　芳夫

1-3 8:14 8:04 チームトンボ

ニシ　アケミ

10-3 8:14

濱　悠二
ミヤシロ　ヒトシイハラ　イサムハマ　ユウジ

⾦田　由美 柿沼　岳志⾦田　進治

宮代　⽇年 ⻄　明美伊原　勇
カネダ　ユミ カキヌマ　タケシ

1-2 8:07 7:57 10-2 8:07

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

プレーヤー プレーヤー

1-1 8:00 7:50 10-1 8:00 7:50
花島　伸幸 郷右近　瞬斗寺田　康雄 助川　昌弘 増田　秀仁 郷右近　貞夫 郷右近　穣 郷右近　雅恵

ハナシマ　ノブユキ テラダヤスオ

ヒサヨシ　タカシ シミズ　ノボル タカマツ　トオル

エビハラ ヒロシ サカモト ヒロシ マルヤマ タカシ オオノ　ヨシオ

ヤマモト ノボル 　イイ ヒロマサ イノウエ マサユキ 　キムラ ヨシオ

柳澤　昭満 山下　正太
ヨシノ　ユウ

中川　聖治

京増　義之 大坪　紘之

イワモト　アキヨシ ヤナギサワ　アキミツ ヤマシタ　ショウタ

岩本　章良

吉田　知宏 山崎　謙一
オオツボ　ヒロユキキョウソウ　ヨシユキヨシダ　トモヒロ ヤマザキ　ケンイチ

本間　東司 小山　勝久 渡辺　春雄

木原　正勝 鈴木　康登

沖　嘉彦

石田　憲 ⾦子　起也

橘　伸一

ゴウコン　サダオ ゴウコン　ジョウ ゴウコン　マサエ ゴウコン　シュント

スズキ　ヤストキハラ　マサカツナカジマ　ユウスケナカジマ　トモテル

タチバナ　シンイチ ホンマ トウジ コヤマ カツヒサ ワタナベ ハルオ

サイトウ ナツキササキ コウジカネコ タツヤイシダ　ケン

富田　大 岡本　⼒ 鈴木　孝道

カネダ　シンジ


