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中西 晋太郎 ナカニシ　シンタロウ 6.5 株式会社ナカニシ ひかみカントリークラブ 森川　英門 モリカワ　ヒデト 7 保険デザイン 京カントリー

菅原　隆文 スガハラ　タカフミ 近畿労働金庫 津坂　英二 ツサカ　エイジ 長谷工コミュニティ

小川　貴範 オガワ　タカノリ 11 日立グローバルライフソリューションズ株式膾炙 蒲生ゴルフ倶楽部 木田　良太 キダ　リョウタ 長谷工コーポレーション

迫　　勇斗 サコ　ユウト 株式会社電通 松井　幸男 マツイ　ユキオ （株）プライム

小町　飛鳥 コマチ　アスカ 12.4 ㈱SRIビジネスアソシエイツ 青山台ゴルフクラブ 古川　一登 フルカワ　カズト 14 （株）NIPPO 宍戸ヒルズＣＣ

坂井　良恵 サカイ　ヨシエ 5 大和証券株式会社 東条の森カントリー 八島　清泰 ヤシマ　キヨヤス 有限会社ビブテックシステム

向山　國基 ムコヤマ　クニキ 10 株式会社HI-LINE 神有カントリー倶楽部 荒木　涼史 アラキ　リョウジ 清水建設株式会社

友田　統明 トモダ  ノブアキ 育和会記念病院整形外科 松井　宏典 マツイ　ヒロノリ 自営業

遠藤　伸彦 エンドウ　ノブヒコ 6 株式会社グロスター 田辺 cc 杉原　　暴 スギハラ　バク 株式会社トキワ商会

伏木　剛志 フシキ　タカシ 9.3 株式会社　日総 田辺カントリークラブ 森田　光昭 モリタ　ミツアキ 株式会社ミプロ

伏木　和毅 フシキ　カズキ 11.2 株式会社　日総フーズ・サービス 田辺カントリークラブ 丸山　純志 マルヤマ　アツシ 株式会社豊田自動織機

中村　　薫 ナカムラ　カオル 山大興業株式会社 藤原　浩一 フジワラ　コウイチ 6.2 藤原工業（株） 奈良国際

簾下　佳子 レンゲ　ヨシコ 11 レインボー薬品株式会社 東条の森カントリークラブ 梶谷　正幸 カジタニ　マサユキ 12 メットライフ生命 高室池ゴルフクラブ

光葉　篤子 ミツバ　アツコ 9.3 住友ゴム工業㈱ 小野ゴルフ倶楽部 迫田　光修 サコタ　ミツノブ 株式会社サコホーム 信楽カントリークラブ

清水　明彦 シミズ　アキヒコ 12 大阪信用金庫 グリーンハイランドカントリークラブ 荒川　満徳 アラカワ　ミツノリ アクティオ株式会社

時岡　佳幸 トキオカ　ヨシユキ 9 リンテックサインシステム株式会社 近森　隆宏 チカモリ　タカヒロ 5 INTEC 橋本カントリークラブ

瀧尻　博史 タキジリ　ヒロフミ 自営業 農端　　貴 ノバタ　タカシ 大和リース株式会社

池本　純一 イケモト　ジュンイチ 8 株式会社　新田市工務店 北山 英則 キタヤマ　ヒデノリ 有限会社カラーオフィス

植田　忠尚 ウエダ　タダナオ 植田建設 寺内　賢治 テラウチ　ケンジ 4 ダイキンシートメタル 泉佐野カントリークラブ

開發　俊介 カイホツ　シュンスケ 株式会社　NEO DAISEI 本岡　洋一 モトオカ　ヨウイチ 第一電子株式会社

佃　　伸五 ツクダ　シンゴ 16 中間物商事株式会社 田中　智晴 タナカ　トモハル 10 株式会社アート技建 ＫＯＭＡカントリークラブ

舟元　佐京 フナモト　サキョウ 9 レバレジーズ株式会社 上原　良太 ウエハラ　リョウタ 野村證券株式会社

富永　幸広 トミナガ　ユキヒロ 日本ロード•メンテナンス（株） 笠嶋　直樹 カサジマ　ナオキ 株式会社三笠 メイプルヒルズ

尾子　高史 オジ　タカシ 2 株式会社ライフステージ センチュリー・シガ GC 田原　大志 タハラ　タイシ 6 ミカド輸送（株） センチュリー滋賀

中木　　聖 ナカギ　タカラ 12 地方公務員 アリジカントリークラブ 須藤　悠圭 スドウ　ユカ 株式会社ヒマラヤ

久保田 泰生 クボタ　ヤスオ 1 奄美電機 佐藤　　葵 サトウ　アオイ 株式会社スクラム

赤澤　秀樹 アカザワ　ヒデキ 信栄運輸株式会社 田中　　萌 タナカ　モエ 14 株式会社リゼスト 旭国際宝塚

川瀬　浩史 カワセ　ヒロシ ジブラルタ生命保険株式会社 太田　延彰 オオタ　ノブアキ 10 株式会社太田商会 六甲国際ゴルフ倶楽部

大平　泰弘 オオヒラ　ヤスヒロ 株式会社竹屋 波床　　隆 ハトコ　タカシ 大栄機械株式会社

森　　陽亮 モリ　ヨウスケ 11 メットライフ生命 オークモント 谷上　潤二 タニガミ　ジュンジ （株）リクロスコーポレーション

高倉　勝仁 タカクラ カツヒト 株式会社イーサポート 久保　真一 クボ　シンイチ 5 有限会社　エスケイ工業 ベニーカントリークラブ

中西　秀閣 ナカニシ　ヒデタカ 中西歯科医院 西岡　久雄 ニシオカ　ヒサオ 自営

田中　賢吾 タナカ　ケンゴ 4 flare systems 三重白山GC 西村　和之 ニシムラ　カズユキ 大口商会

善野　謙一 ゼンノ　ケンイチ 5 株式会社エスオーシー 北脇　崇吉 キタワキ　タカヨシ 19.5 株式会社ディスタンス よみうりゴルフウエストコース

濵田　　晋 ハマダ　ススム ハマダコンフェクト株式会社 菅原　亮佑 スガワラ　リョウスケ 5 佐用中央病院 たけべの森ゴルフ倶楽部

村上　貴弘 ムラカミ　タカヒロ 村上工業 ― ― ― ― ―
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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。
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3 8:22 3
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PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2022
関西E予選

【2022年3月5日(土)　よみうりゴルフウエストコース】
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