
2022個人戦_全国決勝大会出場予定者リスト

№ 氏名 オフリガナ 企業名 № 氏名 オフリガナ 企業名

1 塩田　　聡 シオタ　サトシ NTTビジネスソリューションズ株式会社 45 阿部　成人 アベ　ナリト 近畿労働金庫

2 山下　和志 ヤマシタ　カズシ NTTビジネスソリューションズ株式会社 46 松浦　勝志 マツウラ　カツシ 横須賀新聞店

3 金田　　悟 カネダ　サトル 株式会社堀内機械 47 大倉　　治 オオクラ　オサム 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

4 玉木　康治 タマキ　コウジ 三井住友海上火災保険株式会社 48 中居　貴司 ナカイ  タカシ キムラユニティー株式会社

5 須山　祐介 スヤマ　ユウスケ 株式会社野村総合研究所 49 中沢　淳司 ナカザワ　ジュンジ 音羽グループ

6 堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ 株式会社堀内機械 50 栗原　　陸 クリハラ　リク パナソニック株式会社

7 山村　康治 ヤマムラ　コウジ パナソニック株式会社 51 宇野　貴子 ウノ　タカコ インテル株式会社

8 塩津　晋也 シオツ　シンヤ 武田薬品工業株式会社 52 光本　信也 ミツモト　ノブヤ フタバ興業株式会社

9 倉岡　俊輔 クラオカ　シュンスケ 株式会社ビーエスフジ 53 友長　　悟 トモナガ　サトル フタバ興業株式会社

10 遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ 大成建設株式会社 54 田子　哲平 タゴ　テッペイ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

11 山田　宣之 ヤマダ　ノブユキ リコージャパン株式会社 55 岩橋　和輝 イワハシ　カズキ 株式会社東栄住宅

12 戸塚　真吾 トツカ　シンゴ リコージャパン株式会社 56 阪口　拓也 サカグチ　タクヤ 株式会社MORESCO

13 田川　美道 タガワ　ヨシミチ 株式会社美浜工業 57 菅原　隆文 スガハラ　タカフミ 近畿労働金庫

14 松竹 研一郎 マツタケ　ケンイチロウ ヤマハ発動機株式会社 58 西脇　正喜 ニシワキ　マサキ 自営

15 松山　智彦 マツヤマ　サトヒコ ヤマハ発動機株式会社 59 宇佐美　清 ウサミ　キヨシ 株式会社野村総合研究所

16 深野　勇樹 フカノ　ユウキ 株式会社三菱UFJ銀行 60 長堀　大道 ナガホリ　マサミチ 株式会社野村総合研究所

17 河村　真潮 カワムラ　マシオ 朝日ゴルフ株式会社 61 武田　大輔 タケダ　ダイスケ 三井住友信託銀行株式会社

18 流川　博文 ナガレカワ　ヒロフミ 株式会社吉永建設 62 奥村　秀二 オクムラ　シュウジ 三菱地所プロパティマネジメント株式会社

19 栗山　　萌 クリヤマ　メグミ 朝日ゴルフ株式会社 63 前田　聖美 マエダ　サトミ 株式会社シティコミュニケーションズ

20 宮本　　茂 ミヤモト　シゲル 株式会社吉永建設 64 朝倉　　守 アサクラ　マモル 株式会社シティコミュニケーションズ

21 坂山　隆秀 サカヤマ　タカヒデ 久留米大学 65 津坂　英二 ツサカ　エイジ 株式会社長谷工コーポレーション

22 北川　貴司 キタガワ　タカシ ＹＫＫ ＡＰ株式会社 66 園田　　敦 ソノダ　アツシ 株式会社 SCREEN ホールディングス

23 蔵田　崇晴 クラタ　タカハル 蔵田工業株式会社 67 本多　勇輝 ホンダ　ユウキ 株式会社 SCREEN ホールディングス

24 辻田　晴也 ツジタ　セイヤ スポーツ医学発信所 68 杉本　　裕 スギモト　ユタカ 株式会社浅井

25 岡田　久美 オカダ　クミ 株式会社三菱UFJ銀行 69 安福　　智 ヤスフク　サトシ コンポジットテクノ株式会社

26 中井　祥貴 ナカイ　ショウキ 株式会社ドウシシャ 70 岩﨑　直樹 イワサキ　ナオキ アクサ生命保険株式会社

27 小林　正和 コバヤシ　マサカズ 阪和興業株式会社 71 爲政　淳也 タメマサ　ジュンヤ 株式会社東栄住宅

28 開川　武史 カイカワ　タケシ 東ソー株式会社 72 安冨　章二 ヤストミ　ショウジ 株式会社福岡銀行

29 久保山 広大 クボヤマ　コウダイ 阪和興業株式会社 73 中村　　大 ナカムラ　ダイ 株式会社福岡銀行

30 森野　利昭 モリノ　トシアキ 東ソー株式会社 74 小野　晶久 オノアキヒサ トヨタ紡織株式会社

31 永冨　喜也 ナガトミ　ヨシヤ 東ソー株式会社 75 山口　　暁 ヤマグチ　サトル パナソニック株式会社　加西事業所

32 北山　　忠 キタヤマ　タダシ NTT西日本グループ 76 竹本　　純 タケモト　ジュン パナソニック株式会社　加西事業所

33 松下 龍之介 マツシタ　リュウノスケ 株式会社クレスコ 77 梅村　光弘 ウメムラ　ミツヒロ トヨタ紡織株式会社

34 小松　栄一 コマツ　エイイチ ダイハツ工業株式会社 78 木村　浩司 キムラ　コウジ パナソニック株式会社　加西事業所

35 松本　隆之 マツモト　タカユキ ダイハツ工業株式会社 79 杉山　　勲 スギヤマ　イサオ 株式会社サンアロマ

36 関　　皐太 セキ　コウタ 旭ホールディングス株式会社 80 弘田　隆一 ヒロタ　リュウイチ 千代田化工建設株式会社

37 畝木　崇史 ウネキ　タカシ 旭ホールディングス株式会社 81 引地 信一朗 ヒキチ　シンイチロウ 三井住友ファイナンス&リース株式会社

38 嶺井　和彦 ミネイ　カズヒコ 株式会社日本都市 82 亀田 哲二郎 カメダ　テツジロウ JFEシビル株式会社

39 竹本　秀明 タケモト　ヒデアキ 東ソー株式会社 83 農端　　貴 ノバタ　タカシ 大和リース株式会社

40 古市　衛良 フルイチ　モリオ デンカ株式会社青海工場 84 河合　祐治 カワイ　ユウジ 株式会社　三菱UFJ銀行

41 織田　智啓 オダ　トモヒロ デンカ株式会社青海工場 85 熊　　英利 クマ　ヒデトシ トヨタ自動車株式会社

42 森川　英門 モリカワ　ヒデト 保険デザイン 86

43 鹿島　裕樹 カシマ　ヒロキ 株式会社浅井 87

44 恩田　拓哉 オンダ　タクヤ 株式会社浅井 88


