
氏名 フリガナ 所属企業 氏名 フリガナ 所属企業

中村　勝郁 ナカムラ　カツフミ 有限会社中村建設 辻野　寛次 ツジノ　ヒロツグ 株式会社ビジコンネクスト

水谷　友彦 ミズタニ　トモヒコ 株式会社東海コスモ 田中　雅登 タナカ　マサトウ 株式会社プラム

村山　嘉彦 ムラヤマ　ヨシヒコ レリビィ株式会社 石橋　潤 イシバシ　ジュン 佐川急便株式会社

藤本　由徳 フジモト　ヨシノリ MYCOMservice 清野　誠 セイノ　マコト 株式会社マルセイ

井上　高明 イノウエ　タカアキ 株式会社　ENG 武田　守弘 タケダ　モリヒロ 武田物産株式会社

川底　慎一郎 カワソコ　シンイチロウ 株式会社　たのひら 土井　文博 ドイ　フミヒロ 光インベストメント

中村　真希 ナカムラ　マキ 株式会社ライズプラス 野村　卓洋 ノムラ　タカヒロ 株式会社スコアネット

増淵　欣弥 マスブチ　キンヤ 増渕運輸有限会社 加登　隆太 カトウ　リュウタ 株式会社加登

一色　浩 イッシキ　ユタカ 東京海上日動あんしん生命保険 奥松　良太 オクマツ　リョウタ 夢前水上ゴルフセンター

當宮　具幸 トウミヤ　トモユキ 協成産業株式会社 待合　勇史 マチアイ　ユウジ 株式会社　アドバン

小辻　道彦 コツジ　ミチヒコ Tokyo2nd 森山　和志 モリヤマ　カズシ 株式会社ダイワ電化センター

陸橋　秀規 リクハシ　ヒデキ 晃進産業株式会社 鴻池　宗躍 コウノイケ　トシオ 株式会社シグマクシス

原田　正之 ハラダ　マサユキ 株式会社共立砕石所 高橋　毅 タカハシ　ツヨシ SCSK株式会社

木下　輝洋 キノシタ　テルヒロ 一社)世界原子力発電事業者協会 原　克宣 ハラ　カツノリ 株式会社　K Y M

山田　直敬 ヤマダ　ナオヨシ 有限会社ノエルコーポレイション 田村　裕 タムラ　ヒロシ 自営業

杉山　倫久 スギヤマ　トモヒサ 杉山商事 神取　佑樹 カンドリ　ユウキ 株式会社renoval

山田　記義 ヤマダ　キヨシ 株式会社福岡放送 大村　康郎 オオムラ　ヤスオ 株式会社若葉商会

須藤　正浩 スドウ　マサヒロ 株式会社アカンサスコーポレーション 野田　好史 ノダ　ヨシフミ 東成建設株式会社

鈴木　政志 スズキ　マサシ 株式会社フラワーオークションジャパン 田野　弘幸 タノ　ヒロユキ キャロウェイゴルフ株式会社

速水　浩二 ハヤミ　コウジ SE H&I

大村　美咲 オオムラ　ミサキ 株式会社大有 山岳　茉莉依 ヤマタケ　マリエ 三共ビルサービス株式会社

名和　里依 ナワ　サトエ リゾートトラスト　グレイスヒルズカントリー倶楽部 足立　由紀子 アダチ ユキコ 武田薬品工業株式会社

鈴木　陽子 スズキ　ヨウコ 株式会社ソフトライフ 山田　加奈子 ヤマダ　カナコ 共成印刷株式会社

浜上　佳奈 ハマガミ　カナ トヨタ自動車株式会社

山田　之博 ヤマダ　ユキヒロ 株式会社はとバス 牧野　寛 マキノ　ヒロシ 牧野歯科医院

大野　行史 オオノ　ユキフミ 新電元メカトロニクス株式会社 樋口　丈洋 ヒグチ　タケヒロ 新電元メカトロニクス株式会社

竹下　哲生 タケシタ  テツオ 丸善工業株式会社 池田　宏行 イケダ　ヒロユキ 株式会社　菅原

綿貫　晋吾 ワタヌキ　シンゴ ナガセプラスチックス株式会社 山田　健司 ヤマダ　ケンジ 株式会社ヤマダソリューションオフィス

桂川　博行 カツラガワ　ヒロユキ 豊田自動織機 髙野　久和 タカノ　ヒサカズ 自営業

安田　大樹 ヤスダ　ダイキ 公務員 相澤　直哉 アイザワ　ナオヤ 株式会社キーエンス

瀬古　大二 セコ　ダイジ 瀬古工業株式会社 鈴切　琢麿 スズキリ　タクマ 株式会社　ニューウィング

比留間　育洋 ヒルマ　イクヒロ ラルフローレン 株式会社 磯部　伊知郎 イソベ　イチロウ 有限会社IMS

森　勝雄 モリ　カツオ 株式会社ファストブレイク 篠崎　英憲 シノザキ　ヒデノリ 株式会社ジョアット総合会計事務所

久米　洋平 クメ　ヨウヘイ 株式会社豊田自動織機 喜多　晴彦 キタ　ハルヒコ 西部電工株式会社

中村　洋一郎 ナカムラ　ヨウイチロウ 日本電気株式会社 馬場　輝雄 ババ　テルオ 横浜観光土地株式会社

神農　竣以知 ジンノウ　シュンイチ 有限会社桑名クリーンワールド 小野　晶久 オノ　アキヒサ トヨタ紡織株式会社

木﨑　亮太 キザキ　リョウタ キャロウェイアパレル株式会社 榎本　盛 エノモト　シゲル 株式会社アルビータ

田村　隆典 タムラ　タカノリ 株式会社エコライズ 喜田　幸治 キタ　ユキハル 株式会社　宏亜キタ不動産

宮本　敏幸 ミヤモト　トシユキ 自営業 北出　武大 キタデ　タケヒロ 株式会社センカク

河野　真一 カワノ　シンイチ 国土交通省

舟橋　史郎 フナハシ　シロウ 育の会 鈴木　詠人 スズキ　エイト 有限会社エスタイル

塩津　晋也 シオツ　シンヤ 武田薬品工業株式会社 谷内　祥吾 タニウチ　ショウゴ 自営業

末原  健 スエハラ  タケシ 株式会社ゴルフパートナー 八木　勇乃輔 ヤギ　ユウノスケ イオン株式会社

横須賀　可典 ヨコスカ　ヨシノリ 非表示 香川　正太 カガワ　ショウタ 日本化薬株式会社

金本　康来 カネモト　ヤスキ 株式会社ReCOM 岸　一貴 キシ　カズキ 国分首都圏株式会社

伊藤　俊行 イトウ　トシユキ 自営業 松井　幸男 マツイ　ユキオ 株式会社プライム

馬場　敬 ババ　タカシ アコーディア 藤本　貴久 フジモト　タカヒサ 藤本商店

緒方　直人 オガタ　ナオト MBホールディングス株式会社 呉宮　仁鎬 クレミヤ　ノブタカ 株式会社オーテック

柳澤　賢仁 ヤナギサワ　ケンジ 柳澤国際税務会計事務所 増田　圭介 マスダ　ケイスケ 株式会社大長食品

宮原　佑一朗 ミヤハラ　ユウイチロウ 東京海上日動メディカルサービス株式会社 松田　考平 マツダ　コウヘイ 株式会社HRD Labo

白髭　慎一 シラヒゲ　シンイチ 三田市役所 西脇　正喜 ニシワキ　マサキ 本田技研工業㈱

青本　一道 アオモト　カズミチ 自営業 森川　英門 モリカワ　ヒデト 株式会社保険デザイン

中山　秀之 ナカヤマ　ヒデユキ 中信電機株式会社 吉岡　栄徴 ヨシオカ　マサズミ 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

松山　宏一郎 マツヤマ　コウイチロウ 大翁商事株式会社 瀬戸口　雅昭 セトグチ　マサアキ 株式会社　善腹

宮崎　知成 ミヤザキ　トモナリ 株式会社あぐりたか 泉　佳宏 イズミ　ヨシヒロ 近畿ハウス株式会社

髙橋　豊 タカハシ　ユタカ 鬼頭工業株式会社 西川　清数 ニシカワ　キヨカズ 株式会社　西川設備

大原　一浩 オオハラ　カズヒロ キーノート フォトニクス株式会社 守谷　大輔 モリヤ　ダイスケ 三井物産株式会社

藤丸　稔 フジマル　ミノル リケン工業株式会社 池上　綱 イケガミ　コウ 株式会社日本郵便

木村　正隆 キムラ　マサタカ K.d.t 船津　祐太 フナツ　ユウタ 株式会社タイミー

水嶋　和彦 ミズシマ　カズヒコ MBN 牧野　公洋 マキノ　キミヒロ トヨタ自動車

相原　康弘 アイハラ　ヤスヒロ 有限会社　相弘 菅野　正明 スガノ　マサアキ サンコーテクノ株式会社

山村　憲人 ヤマムラ　ノリヒト 株式会社山村建設 安福　智 ヤスフク　サトシ コンポジットテクノ株式会社

渡邊　慎弥 ワタナベ　シンヤ 株式会社　北条土地建物 山野　純也 ヤマノ　ジュンヤ 邦美印刷株式会社

石川　伸 イシカワ　シン 三共株式会社 坂本　隆 サカモト　タカシ 株式会社エージェント

帰山　雄輔 キヤマ　ユウスケ 創建企画株式会社 粕谷　晃 カスヤ　アキラ 株式会社　鷺宮製作所

岩澤　和季 イワサワ　カズキ 有限会社アートシャッター 篠崎　琢哉 シノザキ　タクヤ 株式会社ソーシン

澁谷　規明 シブヤ　ノリアキ シブヤ商店 加美　重博 カミ　シゲヒロ 富士通株式会社

吉田　達功 ヨシダ　タク 有限会社エフティシー 中根　丈嘉 ナカネ　タケヨシ ループインテリア株式会社

竹添　大晃 タケゾエ　ヒロアキ 自営業 岸田　佑典 キシダ　ユウスケ 三菱商事

石川　和男 イシカワ　カズオ もりやま総合心療病院 浅野　正太郎 アサノ　ショウタロウ 株式会社ビジネスブレイン太田昭和

加藤　雅士 カトウ　マサシ 三菱重工業株式会社 丸山　浩司 マルヤマ　コウジ 株式会社マルヤマ建設

臼井　達也 ウスイ　タツヤ 大日本住友製薬株式会社

高木　泰成 タカギ　ヤスナリ 株式会社ＦＤＳホールディングス 豊山　清太郎 トヨヤマ　セイタロウ 自営業

坂東　法隆 バンドウ　ノリタカ 株式会社みずほ銀行 宮司　保美 ミヤジ　ヤスミ 株式会社M&M

井手　健一朗 イデ　ケンイチロウ 株式会社スプロケット 高木　大蔵 タカギ　ダイゾウ 株式会社ＦＤＳホールディングス

鈴木　武正 スズキ　タケマサ 株式会社トヨタシステムズ

ＰＧＳ全日本ビジネスゴルファーズ選手権2021
全日本大会

【2021年4月23日(金)　浜松シーサイドゴルフクラブ】

No.
OUT スタート

時間
I N

No.

1 7:00 1

2 7:08 2

3 7:16 3

4 7:24 4

5 7:32 5

6 7:40 6

7 7:48 7

8 7:56 8

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課す場合がある。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ペナルティまたは失格となる。

9 8:04 9

10 8:12 10

11 8:20 11

12 8:28 12

13 8:36 13

14 8:44 14

15 8:52 15

16 9:00 16

17 9:08 17

18 9:16 18

19 9:24 19


