
【Ｗｏｏｄｓ】　ＳＴＡＲＴ（AM） 【Ｏｃｅａｎ】　ＳＴＡＲＴ(AM）
№ TIME PLAYER PLAYER PLAYER PLAYER № TIME PLAYER PLAYER PLAYER PLAYER

ﾔﾏｳﾁ　ﾊﾙﾀｶ ﾀﾏﾅﾊ　ﾂﾈｵ ｶﾐｻﾞﾄ　ﾀﾀﾞｼ ﾅｶﾓﾄ　ｻﾄｼ ｲﾉｳｴ　ﾖｳﾄﾞｳ ﾋｶﾞ　ｶｽﾞﾋﾛ ﾀｲﾗ　ｼﾞｭﾝ ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾘｮｳ

山内　晴貴 玉那覇　常雄 神里　忠 仲本　聡 井上　陽道 比嘉　和宏 平良　淳 島袋　遼
ホテル山の内 株式会社 サンシャイン B 光文堂ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽ ﾞ株式会社 トヨタカローラ沖縄 株式会社 ホテル山の内 株式会社 サンシャイン B 株式会社 ホクガン 株式会社 ダイコー沖縄

ｻｸﾓﾄ　ﾖｼﾂｸﾞ ﾔﾏｳﾁ　ﾄﾓﾊﾙ ﾓﾘ　ﾔｽﾅｶﾞ ﾄｸﾞﾁ　ﾀｲｷ ｷﾝｼﾞｮｳ　ｼｮｳﾃﾂ ｲﾉｳｴ　ｼｮｳﾄﾞｳ ﾏｴﾀﾞ　ﾕﾀｶ ｱﾗｶｷ　ｼﾝ

佐久本　吉倫 山内　智晴 森　安永 渡口　大樹 金城　正哲 井上　翔道 真栄田　豊 新垣　慎
株式会社 ホクガン ホテル山の内 MRO Japan 株式会社 B 株式会社 ダイコー沖縄 トヨタカローラ沖縄 株式会社 ホテル山の内 光文堂ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽ 株式会社 MRO Japan 株式会社 B

ﾏﾂｳﾗ　ｻﾄﾙ ｳｴｽﾞ ｶｽﾞﾋｺ ﾔﾗ　ｱｻｵ ﾄｸﾔﾏ　ﾉｿﾞﾑ ﾊｴﾊﾞﾗ　ﾄｼﾕｷ ｲｼｶﾜ　ｶｽﾞﾖｼ ｶﾈｼﾛ　ﾘｮｳ ｵﾄﾞ　ｼﾞｭﾝ

松浦　啓 上江洲 和彦 屋良　朝男 渡久山　希 南風原　利行 石川　和芳 兼城　稜 小渡　淳
沖縄ハーバービューホテル 株式会社 サンシャイン B 光文堂ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 株式会社 MRO Japan 株式会社 B 沖縄ハーバービューホテル 株式会社 サンシャイン A 株式会社 ホクガン 株式会社 ダイコー沖縄

ﾌｸﾁ ﾏｻﾙ ﾆｼﾑｶｲ　ﾀﾀﾞｵ ﾀﾏﾅﾊ　ﾏｽﾐ ﾃﾝｶﾞﾝ　ｶﾂｼﾞ ﾏﾂｻﾞｷ　ｺｳｼﾞ ﾐﾔﾋﾗ　ｽｹﾋﾛ ｸｻﾉ　ﾋｻｼ ﾔﾏｻｷ　ﾕｳｷ

福地　勝 西向　忠夫 玉那覇　長巳 天願　勝二 松崎　光二 宮平　助裕 草野　日差士 山崎　裕喜
株式会社 ホクガン 沖縄ハーバービューホテル 株式会社 サンシャイン A トヨタカローラ沖縄 株式会社 株式会社 サンシャイン B トヨタカローラ沖縄 株式会社 株式会社 ダイコー沖縄 MRO Japan 株式会社 B

ﾅｶﾑﾗ　ﾂﾄﾑ ｽｷﾞﾓﾄ　ﾖｼﾀｶ ﾖﾅﾊ　ｱｷﾗ ｲﾉｸﾁ　ｼｭｳﾀ ﾔﾏｼﾀ　ﾅｵｷ ｱｻﾞﾏ　ﾖｼﾋﾃﾞ ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾏｻﾉﾘ ﾌｸﾔﾏ　ﾄｼﾂｸﾞ

仲村　力 杉本　佳隆 与那覇　明 猪口　秀太 山下　直樹 安座間　喜秀 金城　優典 福山　俊次
株式会社 サンシャイン A 株式会社 国際ビル産業 株式会社 リウデン 沖縄三和シャッター 株式会社 株式会社 国際ビル産業 株式会社 サンシャイン A 株式会社 オカノ 株式会社 福山ホールディングス

ﾐﾔｷﾞ　ｼﾞﾝｾｲ ﾃﾙﾔ　ﾄﾓｱｷ ｳｴﾏ　ﾘｮｳ ﾂﾊｺ　ﾐﾂﾉﾘ ｼﾝｻﾞﾄ　ﾄｼﾕｷ ﾅｶﾖｼ　ｸﾆｱｷ ｶﾄｳ　ﾘｮｳ ｳｴﾊﾗ　ﾏｻﾋﾛ

宮城　仁正 照屋　智章 上間　亮 津波古　充則 新里　利之 仲吉　邦晃 加藤　良 上原　政宏
株式会社 久米島の久米仙 株式会社 ロワジール・ホテルズ沖縄 株式会社 リウデン 株式会社 オカノ 沖縄サントリー 株式会社 株式会社 国際ビル産業 沖縄三和シャッター 株式会社 株式会社 福山ホールディングス

ﾐﾔｷﾞ　ｻﾄｼ ﾄｳﾏ　ｱﾂｼ ﾌｸﾁ　ﾏｻﾕｷ ｵｵｼﾛ ﾊﾙﾐ ﾋｶﾞ　ｼﾝﾔ ｸﾃﾞｹﾝ　ｱｷﾗ ｼｮｷﾀ　ﾀｶｼ ｼﾞｬｼｷ　ﾁｴｺ

宮城　哲士 當間　敦 福地　正行 大城 春美 比嘉　真也 久手堅　昭 諸喜田　隆 謝敷　千恵子
株式会社 久米島の久米仙 沖縄三和シャッター 株式会社 株式会社 福山ホールディングス 沖縄トヨペット 株式会社 株式会社 久米島の久米仙 株式会社 国際ビル産業 株式会社 オカノ 株式会社 リウデン

ﾖｼﾉ　ﾋﾛｱｷ ﾆｼﾋﾗ ﾓﾘﾀｶ ﾀｹｻﾞﾜ　ﾏｻｷ ｱﾗﾀｹ　ｼﾝｼﾞ ﾄﾓﾖｾ　ﾏｻﾐ ｳｹﾏｽ　ﾕｷﾉﾘ ｲﾊ ﾅｵｷ ﾀﾆｳﾁ　ﾂﾄﾑ

吉野　広明 西平 守隆 竹澤　雅樹 新嵩　真司 友寄　正己 請舛　行則 伊波 直樹 谷内　勤
沖縄サントリー 株式会社 沖縄トヨペット 株式会社 株式会社 ロワジール・ホテルズ沖縄 沖縄三和シャッター 株式会社 琉球物流 株式会社 A 株式会社 久米島の久米仙 沖縄トヨペット 株式会社 株式会社 リウデン

ﾈﾏ　ﾔｽｱｷ ｶﾈｼﾛ　ﾕｳｽｹ ﾋｶﾞ　ｻﾄﾙ ﾏｴｶﾜ ﾔｽｵ ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞｷ ﾏﾁﾀﾞ　ﾀｹｼ ｱｶﾐﾈ　ﾋﾛﾌﾐ ｵｷﾔﾏ　ﾐﾂﾉﾘ

根間　康彰 兼城　有佑 比嘉　悟 前川　恭男 仲村　起 町田　岳司 赤嶺　博文 沖山　光則
沖縄ヨコハマタイヤ 株式会社 南島酒販 株式会社 株式会社 オカノ 株式会社 ロワジール・ホテルズ沖縄 沖縄サントリー 株式会社 株式会社 ロワジール・ホテルズ沖縄 沖縄ヨコハマタイヤ 株式会社 医療法人 信和会

ﾀｲﾗ　ｶﾂﾏｻ ｶﾈﾊﾏ　ﾏｻﾄ ｻｻｷ　ﾏｻﾉﾘ ﾐﾔｷﾞ　ﾊﾔﾄ ｵｵｼﾛ　ﾋﾛｷ ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｶｼ ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ﾘｮｳ ﾔﾏｻﾞﾄ　ﾏｻﾋﾄ

平良　勝政 兼浜　政人 佐々木　雅徳 宮城　勇人 大城　博樹 宮里 孝 島袋　陵 山里　將仁
琉球物流 株式会社 A 沖縄サントリー 株式会社 沖縄ヨコハマタイヤ 株式会社 医療法人 信和会 株式会社 ｴﾅｼﾞｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙA 沖縄トヨペット 株式会社 南島酒販 株式会社 医療法人 信和会

ｵｵｲﾜ　ｹﾝﾀﾛｳ ﾖﾅﾐﾈ　ｶｽﾞﾅﾘ ｼﾛﾏ　ﾂﾖｼ ﾅｼﾛ　ﾉﾘｵ ｽｲﾀ　ﾘｭｳﾍｲﾀ ｷﾝｼﾞｮｳ　ﾀﾂ ﾂｶﾊﾗ　ｼｹﾞﾕｷ ﾅｶﾑﾗ　ﾄｵﾙ

大岩　健太郎 与那嶺　一成 城間　剛 名城　紀夫 吹田　龍平太 金城　樹 塚原　重行 中村　徹
南島酒販 株式会社 株式会社 ｴﾅｼﾞｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙA 沖縄食糧 株式会社 金秀興産 株式会社 オリオンビール 株式会社 琉球物流 株式会社 A 株式会社 ｴﾅｼﾞｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙA 沖縄食糧 株式会社

ｻｻｷ　ｺｳｼﾞ ﾀｶｴｽ　ﾏﾓﾙ ﾋｶﾞ　ｱｷﾋﾄ ﾐﾔﾋﾗ　ｼﾞｭﾝｼﾞ ﾐﾔｻﾞﾄ　ﾄﾓﾅﾘ ｲﾅﾐﾈ　ﾏｺﾄ ｼﾝｼﾞｮｳ　ﾔｽｱｷ ｱﾗｶﾜ　ﾋﾃﾞﾔｽ

佐々木　孝司 高江洲　守 比嘉　章人 宮平　淳司 宮里　智成 稲嶺　誠 新城　安昭 新川　秀安
ザ･リッツ･カールトン沖縄 オリオンビール 株式会社 沖縄ヨコハマタイヤ 株式会社 沖縄食糧 株式会社 琉球日産自動車 株式会社 オリオンビール 株式会社 医療法人 信和会 金秀興産 株式会社

ｶﾐﾔ　ﾖｼﾅﾘ ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾋﾛﾀﾀﾞ ｶﾈｼﾛ　ﾅｵｼﾞ ﾎｶﾏ　ｺｳﾀ ﾄｳﾏ　ｼｭｳﾍｲ ｳﾗｻｷ　ｴｲｼﾞ ｺﾞﾔ　ﾋﾛｼ ｼｷﾅ　ﾓﾘﾋﾄ

神谷　嘉成 長濱　弘忠 兼城　直治 外間 昂汰 當間　周平 浦崎　永治 呉屋　博司 識名　盛史
琉球日産自動車 株式会社 株式会社 エフエム沖縄 株式会社 ｴﾅｼﾞｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙA 株式会社 クリードキャディースタッフ 南島酒販 株式会社 ザ･リッツ･カールトン沖縄 金秀興産 株式会社 沖縄食糧 株式会社

ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾋﾛﾏｻ ﾊﾗ　ﾀｹｼ ｶﾐﾔ　ﾊﾝｼﾞｮｳ ｼﾝｻﾞﾄ　ｺｳ ﾅｶｿﾈ　ﾀｹﾙ ﾋｶﾞ　ｾｲｼﾛｳ ｲｶﾞﾗｼ　ｶｽﾞﾌﾐ ﾀｺｳ　ﾋﾛｷ

長濱　弘真 原　豪 神谷　繁城 新里　康 仲宗根　武 比嘉　清志郎 五十嵐　一史 田幸　博樹
株式会社 エフエム沖縄 ザ･リッツ･カールトン沖縄 株式会社 クリードキャディースタッフ 福山商事 株式会社 琉球日産自動車 株式会社 医療法人 八重瀬会 同仁病院 ザ･リッツ･カールトン沖縄 株式会社 エフエム沖縄

ﾋﾗｼﾏ　ﾋﾃﾞｷ ﾔｷﾞ　ｹﾝﾀﾛｳ ﾐﾔｷﾞ　ﾋﾛﾕｷ ｵｵｼﾛ　ｶｽﾞﾏｻ ﾍﾝｻﾞﾝ　ﾖｼﾖｷ ｱﾗｻｷ　ｼｭﾝ ｷﾑﾗ　ﾏｻﾋｺ ｼﾝｶﾞｷ　ｼﾞｮｳｻｸ

平島　秀基 屋宜　健太郎 宮城　宏之 大城　和昌 平安山　良善 新崎　俊 木村　公彦 新垣　城作
福山商事 株式会社 琉球日産自動車 株式会社 サントリーフーズ沖縄 株式会社 株式会社 おきさん 株式会社 エフエム沖縄 株式会社 クリードキャディースタッフ 医療法人 八重瀬会 同仁病院 福山商事 株式会社

ｳｴﾑﾗ　ｿｳ ﾔﾏｳﾁ　ﾏｻﾄ ﾃﾙﾔ　ｶﾂｼﾞ ﾄｸﾞﾁ　ﾏｻｶｽﾞ ﾆｼｴ　ｺｳﾍｲ ﾌｸﾔﾏ　ｼｭﾝｲﾁ ｵｶﾓﾄ　ｼｹﾞﾕｷ ﾊﾝﾐﾈ　ﾐﾁｵ

上村　宗 山内　昌人 照屋　勝士 渡久地　政和 西江　昂平 福山　俊一 岡本　重幸 半嶺　通男
株式会社 大和工業 有限会社 比嘉酒造 株式会社 あんしん 株式会社 クリードキャディースタッフ 医療法人 八重瀬会 同仁病院 福山商事 株式会社 株式会社 大和工業 専門学校那覇日経ビジネス

ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾄ ｳｴｻﾞﾄ　ｼｮｳﾔ ｵｵﾐｼﾞｬ　ﾘｮｳ ｲｹﾊﾗ　ｱｶﾈ ｼﾏﾀﾞ　ｺﾞﾛｳ ｻｸｶﾞﾜ　ﾀﾀﾞｼ ﾉｼﾞﾏ　ﾊｼﾞﾒ ｲｼｼﾞﾏ　ﾀｹｼ

仲村　有人 上里　翔矢 大見謝　亮 池原　あかね 島田　吾朗 佐久川　忠 野島　基 石島　武
有限会社 比嘉酒造 医療法人 八重瀬会 同仁病院 株式会社 ジ・アース・プロダクション 琉球朝日放送 株式会社 株式会社 大和工業 株式会社 あんしん 琉球朝日放送 株式会社 サントリーフーズ沖縄 株式会社

ｱｻﾄ　ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｳｴﾊﾗ　ﾏｻﾙ ﾅｶﾞﾊﾏ　ｶﾂﾐ ﾏﾂﾀﾞ　ﾋﾃﾞｷ ﾀﾏｷ　ﾔｽｼ ﾎﾘｷ　ﾏｺﾄ ﾅｶﾁ　ﾃﾂｵ ﾍｼｷ　ｹｲﾀ

安里　繁信 宇栄原　勝 長浜　克実 松田　英樹 玉城　靖 堀木　誠 仲地　哲雄 平敷　慶太
株式会社 あんしん 株式会社 大和工業 専門学校那覇日経ビジネス 株式会社 おきさん 有限会社 比嘉酒造 サントリーフーズ沖縄 株式会社 株式会社 あんしん 株式会社 おきさん

ｵﾛｸ　ｸﾆｲﾁﾛｳ ｺﾞﾔ　ﾄﾓｶｽﾞ ｵｵﾑﾗ　ﾏｻﾐ ｲｹﾊﾗ　ﾖｼﾌﾐ ｼﾏﾌﾞｸﾛ　ｴｲｼﾝ ﾋｶﾞ　ｹﾝｻｸ ｵｵﾀ　ｶｽﾞﾉﾘ ｵｵﾊﾗ　ﾖｼﾉﾘ

小禄　邦一郎 呉屋　友和 大村　正美 池原　喜史 島袋　永伸 比嘉　兼作 大田　和範 大原　祥哲
琉球朝日放送 株式会社 専門学校那覇日経ビジネス サントリーフーズ沖縄 株式会社 株式会社 ジ・アース・プロダクション 専門学校那覇日経ビジネス 有限会社 比嘉酒造 株式会社 おきさん 株式会社 ジ・アース・プロダクション

【Ｗｏｏｄｓ】　ＳＴＡＲＴ（ＰＭ） 【Ｏｃｅａｎ】　ＳＴＡＲＴ(ＰＭ）
№ TIME № TIME

ﾖｼｴ　ｼﾞｭﾝ ﾅｶﾑﾗ　ﾏｻﾄ ﾖｼﾑﾗ　ｶｽﾞﾕｷ ﾀﾏｼﾛ　ﾋﾃﾞﾋｺ ﾋｶﾞ　ｻﾁｵ ｽﾅｶﾜ　ﾏｻﾋｻ ｼﾛﾏ　ｼｹﾞｵ ﾅｶﾞﾖｼ　ｶｵﾙ

吉江　潤 仲村　真人 吉村　和幸 玉城　英彦 比嘉　幸男 砂川　正久 城間　茂雄 永吉　薫
ハレクラニ沖縄 沖縄空輸 株式会社 MRO Japan 株式会社 A 株式会社 ｴﾅｼﾞｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙB 有限会社 リケンオキナワ 沖縄空輸 株式会社 株式会社 ｴﾅｼﾞｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙB 琉球物流 株式会社 B

ｼﾏﾑﾗ　ﾀｶｼ ﾀｲﾗ　ｲｻｵ ｳｴﾏ　ﾀﾀﾞｼ ﾀｶｸﾗ　ﾅｵﾋｻ ｼﾏｼﾞﾘ　ﾋﾛｷ ｱｻﾄ　ｼｮｳ ﾅｶﾂｶｻ　ﾅｵｷ ﾌｼﾞｲ　ﾓﾄｽｹ

島村　隆司 平良　功 上間　斉 高倉　直久 島尻　広貴 安里　祥 中司　直己 藤井　素介
MRO Japan 株式会社 A 沖縄空輸 株式会社 琉球物流 株式会社 B 株式会社 パームロイヤル 株式会社 ｴﾅｼﾞｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙB 有限会社 リケンオキナワ MRO Japan 株式会社 A NPO法人 おきなわグリーンネットワーク

ｺｳﾁ　ﾕｳﾀ ｳｴｽｷﾞ　ｺｳｷ ﾋﾗｲ　ｹｲｼﾞ ｵｵﾀ　ﾄｼﾐﾁ ｻｸﾗｲ　ﾂﾖｼ ｵﾄｸﾆ　ｱｷﾉﾘ ﾖｻﾞ　ﾘｮｳﾀ ﾐﾔﾉﾊﾗ　ﾕｳｼﾞ

幸地　勇太 上杉　弘毅 平井　啓司 大田　利道 櫻井　剛 乙訓　昭法 与座　良太 宮之原　裕治
株式会社 ｴﾅｼﾞｯｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙB ハレクラニ沖縄 琉球物流 株式会社 B 有限会社 リケンオキナワ ハレクラニ沖縄 NPO法人 おきなわグリーンネットワーク 有限会社 リケンオキナワ MRO Japan 株式会社 A

ｶﾜｻｷ　ｼｮｳ ﾀｶﾊｼ　ﾋﾛｼ ﾃﾙﾔ　ﾋﾄｼ ｳｴﾊﾗ　ﾊﾙｵ ﾍｲｱﾝﾅ　ﾔｽｼ ﾊﾏｻｶ　ﾅｵﾋｺ ｱﾆﾔ　ｹｲﾀ ﾀｲﾗ　ﾐﾂﾙ

河崎　将 髙橋　浩史 照屋　均 宇栄原　晴男 平安名　康史 濵坂　尚彦 安仁屋　慶太 平良　満
合同会社 ｺﾞﾙﾌｽﾍﾟｰｽ沖縄 ハレクラニ沖縄 NPO法人 おきなわグリーンネットワーク 株式会社 パームロイヤル 株式会社 パームロイヤル NPO法人 おきなわグリーンネットワーク 大同火災海上保 険株式会社 株式会社 りゅうせき

ﾅｶﾆｼ　ﾖｼﾀｹ ｷﾕﾅ　ｻﾄｼ ｶﾐｻﾞﾄ　ﾃﾂ ﾋｶﾞ　ﾀｹｼ ﾔｽｵｶ　ｾｲｺｳ ｵｵｶﾜ　ｾｲｲﾁ ﾐﾔｻﾞﾄ　ﾀﾞｲｽｹ ｻﾄｳ　ｸﾐ

仲西　吉武 喜友名　聴 神里　哲 比嘉　健 安岡　靖晃 大川　盛一 宮里　大介 佐藤　久美
株式会社 伊奈武瀬 金城電気工事 株式会社 株式会社 りゅうせき 株式会社 パームロイヤル 株式会社 りゅうせき 株式会社 伊奈武瀬 大同火災海上保険 株式会社 有限会社 オキミヤ

ﾏﾂｶﾜ　ﾐﾂﾋﾛ ﾍﾝｻﾞ　ﾕｳｽｹ ｵｵｲｼ　ﾔｽﾕｷ ｸﾆﾅｶ　ﾋﾃﾞｷ ﾋｶﾞ　ｼﾝｺﾞ ｼﾛﾏ　ﾏｻﾐﾂ ｻｷﾔﾏ　ﾅｵｷ ﾋｶﾞ　ｱｷﾗ

松川　貢大 平安座　佑輔 大石　保行 國仲　秀喜 比嘉　伸伍 城間　優光 崎山　直樹 比嘉　章
大同火災海上保険 株式会社 合同会社 ｺﾞﾙﾌｽﾍﾟｰｽ沖縄 株式会社 伊奈武瀬 AHC 株式会社 合同会社 ｺﾞﾙﾌｽﾍﾟｰｽ沖縄 株式会社 りゅうせき 有限会社 オキミヤ 金城電気工事 株式会社

ﾀｲﾗ　ｹﾝｴｲ ﾉﾊﾗ　ﾘｮｳﾍｲ ﾁｻﾞｷ　ｼﾞﾝ ﾋﾗｶﾜ　ﾂﾖｼ ｱﾗﾓﾄ　ﾋﾃﾞﾕｷ ｱﾗｻｷ　ﾋﾃﾞﾏｻ ﾒｶﾙ　ﾋﾛｶｽﾞ ﾁﾈﾝ　ﾋﾛﾕｷ

平良　賢英 野原　良平 地崎　仁 平川　剛 新本　英亨 新崎　秀政 銘苅　弘一 知念　寛之
合同会社　ｺﾞﾙﾌｽﾍﾟｰｽ沖縄 金城電気工事株式会社 AHC株式会社 株式会社　ピータイム 株式会社 沖縄タイムス社 大同火災海上保険 株式会社 株式会社 伊奈武瀬 有限会社 オキミヤ

ｽﾞｹﾔﾏ　ﾋﾃﾞﾋｺ ﾉｻﾞｷ　ｲｻｵ ﾏﾅｺ　ﾋﾃﾞﾄｼ ﾐﾔ ﾉﾘｵ ﾐﾔｸﾞﾆ　ﾀﾂﾉ ﾖｼﾊﾏ　ｺｳｽｹ ﾀﾏｷ　ﾀﾓﾂ ﾏﾀﾖｼ ﾌﾐｵ

瑞慶山　秀彦 野崎　功 眞子　英俊 宮　憲男 宮國　龍乃 吉濱　功佑 玉城　保 又吉　文男
株式会社 沖縄タイムス社 有限会社 丸清建設工業 株式会社 沖縄ダイケン 金秀建設 株式会社 有限会社 オキミヤ 金城電気工事 株式会社 株式会社 ピータイム 金秀建設 株式会社

ﾖｷﾞ　ﾖｼﾄ ｲｲｼﾞﾏ　ﾀｶｼ ｲﾊ　ｺｳｼﾞ ｳﾏﾂﾞﾒ　ｷﾖｼ ﾄｸﾔﾏ　ｺｳｿﾞｳ ﾀｲﾗ　ﾀｸﾛｳ ｲﾊ　ｴｶﾝ ｳﾏﾂﾞﾒ　ﾀｹｼ

與儀　良人 飯島　貴志 伊波　恒治 馬詰　清 徳山　幸三 平良　拓郎 伊波　恵観 馬詰　剛
株式会社 ピータイム 株式会社 マイナビ 株式会社 沖伸総業 三高水産 株式会社 AHC 株式会社 株式会社 マイナビ 株式会社 沖伸総業 三高水産 株式会社

ｻｸｶﾞﾜ　ﾅﾙﾄ ﾀﾅﾊﾗ　ﾉﾘﾋﾃﾞ ｲﾊ　ﾕｳｷ ﾖﾅﾊ ｲｻｵ ｽﾅｶﾞﾜ　ｽｸﾞﾙ ﾋｶﾞ　ｼﾞﾝｾｲ ｲﾊ　ﾄﾞｳﾊﾝ ｼﾝｼﾞｮｳ ﾀﾂｼ

佐久川　成人 棚原　憲秀 伊波　優樹 與那覇　功 砂川　優 比嘉　仁清 伊波　導範 新城　達嗣
株式会社 沖縄ダイケン 有限会社 丸清建設工業 株式会社 沖伸総業 金秀建設 株式会社 株式会社 ピータイム 有限会社 丸清建設工業 株式会社 沖伸総業 金秀建設 株式会社

ｱｲｻﾞﾄ　ｼｮｳﾄ ﾅｶﾏﾂ ﾖｼﾊﾙ ﾋｶﾞ　ｼﾞｭﾝｲﾁ ｲｼｶﾜ　ﾀﾂﾔ ﾊﾔｼ　ﾀﾂｷ ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾏｻﾋｺ ｲｼｶﾜ　ﾏｻﾊﾙ

東里　翔斗 仲松 吉治 比嘉　純一 石川　達也 林　竜希 長浜　真彦 石川　眞治
株式会社 マイナビ 金秀興産 株式会社 株式会社 沖縄ダイケン 株式会社 沖縄タイムス社 株式会社 マイナビ 株式会社 沖縄ダイケン 三高水産 株式会社

     　　　　　　　　　　　　　　　※ この組合せ表はメンバー変更・欠場者が出た場合は組合せの一部を変更する事がございます。
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6 7:00 6 7:00
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18 8:128:12

県知事杯争奪　　第9回沖縄県企業対抗
ゴルフチャンピオンシップ2021　in　KANEHIDE ＫＩＳＥ

組合せ表 2021年9月16日（木）

1 1

19 8:18 19 8:18

17 8:06 17 8:06


