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松山 宏一郎 マツヤマ　コウイチロウ 大翁商事株式会社 上谷　泰高 ウエタニ　ヤスタカ 15 鹿島建設株式会社 鈴鹿カンツリー

大道　俊平 オオミチ　シュンペイ 4 ㈱ペーパル 奈良柳生カントリークラブ 光本　時用 ミツモト　トキヨ 幸平実業株式会社

目良　翔一 メラ　ショウイチ 公務員 久米　洋平 クメ　ヨウヘイ 株式会社豊田自動織機

廣瀬　　正 ヒロセ　タダシ 東海電工株式会社 中村　周平 ナカムラ　シュウヘイ 野村證券株式会社

西村　　強 ニシムラ　オサム 株式会社　村田製作所 中村　之浩 ナカムラ　ユキヒロ 4 京都信用金庫 PGM滋賀ゴルフ倶楽部

福田　　喬 フクダ　タカシ 9.3 日野精機株式会社 日野ゴルフクラブ 梶田　脩真 カジタ　シュウマ 株式会社ヨシダ

宮崎　敏彦 ミヤザキ　トシヒコ 6.2 オフィスミヤザキ 日野ゴルフ倶楽部 鈴木　太一 スズキ　タイチ 9 村田機械株式会社 デイリー信楽

山田　道男 ヤマダ　ミチオ SMC 近重　康彦 チカシゲ　ヤスヒコ 株式会社　村田製作所

山口　綾子 ヤマグチ　アヤコ あいおいニッセイ同和損害保険(株) 西尾　篤樹 ニシオ　アツキ 6 ボーンズ株式会社 備中高原北房カントリークラブ

下井　幹子 シモイ　ミキコ 6 DOGOLFSTUDIO 旭国際宝塚 大西　啓介 オオニシ　ケイスケ 5 株式会社三重県松阪食肉公社

大橋　正明 オオハシ　マサアキ 10 大橋電工 ジャパンクラシックカントリークラシック 山口　和宏 ヤマグチ　カズヒロ 株式会社アースワン

蓑輪　裕康 ミノワ　ヒロヤス 8 株式会社アースワン 朱鷺の台カントリークラブ 窪田　博晃 クボタ　ヒロアキ 7 株式会社アースワン 朱鷺の台カントリー

瀬戸　信賀 セト　ノブヨシ 10 トヨタL &F富山株式会社 朱鷺の台カントリークラブ 大石　　弘 オオイシ　ヒロシ タイド産商

榧谷　孝行 カヤタニ　タカユキ （株）村田製作所 田中　　渉 タナカ　ワタル 9 株式会社エムベース 稲武カントリークラブ

南條　貴司 ナンジョウ　タカシ 5 南條鐵工所 氷見カントリークラブ 杉浦　正紀 スギウラ　マサノリ 6 有限会社都築産業 稲武cc

坂下　哲之 サカシタ　テツユキ 5.9 株式会社福井村田製作所 越前武生カントリークラブ 水野　　明 ミズノ　アキラ 13 豊田スチールセンター株式会社 稲武カントリークラブ

川上　　賢 カワカミ　ケン 6 自営業 朱鷺の台カントリークラブ 杉本　　裕 スギモト　ユタカ 株式会社浅井

源野　智紀 ゲンノ　トモノリ 0 敷浪タクシー 朱鷺の台カントリークラブ 千原　裕輝 チハラ　ヒロキ 滋賀ニシリク株式会社

桂川　博行 カツラガワ　ヒロユキ 0 豊田自動織機 岡崎 藤田　鉄也 フジタ　テツヤ 8 株式会社チェンジズ 朽木ゴルフクラブ

小石　雅明 コイシ　マサアキ 清香園 上村　哀希 カミムラ　アイキ 株式会社チェンジズ

加藤　範也 カトウ　ノリヤ 川崎重工業株式会社 伊藤　貴広 イトウ　タカヒロ 11 株式会社伊藤組 朽木ゴルフ倶楽部

吉田　　明 ヨシダ　アキラ 川崎重工（株） 倉辻　和彦 クラツジ　カズヒコ 杉橋建設(株)

杉本　武士 スギモト　タケシ 4 株式会社　GSユアサ グランベール京都ゴルフ俱楽部 谷内　祥吾 タニウチ　ショウゴ TP 朽木GC

荻野　裕司 オギノ　ユウジ （株）GSユアサ 松清　将行 マツキヨ　マサユキ 合同会社いちる

宮本　大雅 ミヤモト　タイガ 8 長津工業株式会社 加賀カントリークラブ 田中　和樹 タナカ　カズキ 4.5 有限会社京和エステート 日野ゴルフ倶楽部

藤田　剛士 フジタ　ツヨシ 2 株式会社藤田食品 太平洋クラブ六甲コース 徳田　敏行 トクダ　トシユキ 3 （株）ジーゼット 日野ゴルフ倶楽部

金山　秀明 カナヤマ　ヒデアキ 5 坂室電機 朱鷺の台カントリ 西脇　正喜 ニシワキ　マサキ 1 自営 名神栗東ｃｃ

上田　秀寿 ウエダ　ヒデトシ 5 株式会社　トップフィールドコーポレーション 滋賀カントリークラブ 寺倉　佳之 テラクラ　ヨシユキ 7 丸翔工業 名神竜王カントリークラブ

森田　光昭 モリタ　ミツアキ 株式会社ミプロ ― ―

若林　将司 ワカバヤシ　マサシ 株式会社　ウッドワークス 西森　正憲 ニシモリ　マサノリ 6 西森金属株式会社 氷見カントリー

足立 由紀子 アダチ　ユキコ 3 武田薬品工業株式会社 デイリー信楽CC 西村　和浩 ニシムラ　カズヒロ 20 京都市

井上　泰人 イノウエ　ヤスヒト （株）インデックス 橋本　淳平 ハシモト　ジュンペイ 三重県職員

井　　昭寿 イ　アキトシ 1.6 社会福祉法人　石龍会 日野ゴルフクラブ 吉崎　武史 ヨシザキ　タケシ 5 株式会社　レベルアップ 名神竜王カントリー倶楽部

園　　耕一 ソノ　コウイチ 7 株式会社滋賀銀行 日野ゴルフ倶楽部 内記　　均 ナイキ　ヒトシ 8 （株）ONE‘Ｚ 名神竜王カントリークラブ

中西　秀閣 ナカニシ　ヒデタカ 8 中西歯科医院 有田東急ＧＣ 菅谷　岳史 スガヤ　タケシ 5.6 本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 エクセレント伊勢大鷲

土肥　範広 ドイ　ノリヒロ 株　ＤＯＩ乳販 北條　宏明 ホウジョウ　ヒロアキ 有限会社銀作

池上　　綱 イケガミ　コウ 日本郵便 中　　崇大 ナカ　タカヒロ JFE商事株式会社

竹橋　清隆 タケハシ　キヨタカ 7 公務員 信楽カントリークラブ 遠藤　義治 エンドウ　ヨシハル 三菱重工業株式会社

福家　広之 フクヤ　ヒロユキ 3 フクヤ金属 朽木ゴルフ倶楽部 齋藤 斗志郎 サイトウ　トシオ ホクト合成株式会社

― ― 池田　宏行 イケダ　ヒロユキ （株）菅原
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【2022年2月26日(土) 日野ゴルフ俱楽部 キングコース】

スタート時間 № スタート時間

INOUT

9:08 1 9:00

9:15 2 9:08

9:23 3 9:15

9:30 4 9:23

9:38 5 9:30

9:45 6 9:38

10:08 9 10:00

9:53 7 9:45

10:00 8 9:53

10:15 10 10:08

注
意
事
項

１．組合せおよびスタート時間は、欠席者があった場合は変更することがある。
２．病気、事故などのため参加を取止める場合は、必ず大会運営事務局（jimukyoku@pgs-bg.com)へ連絡すること。
３．大会当日、スロープレーヤーにはペナルティを科す場合がある。
　　プレーの進行に十分注意すること。
４．ラウンドを終わりタイスコアが生じた場合は、マッチング・スコアカード方式にて順位を決定する。
５．大会受付で知らされた時間に所定の場所へ集合すること。スタート時間に遅れた場合は失格。


