
氏名 フリガナ 所属企業 氏名 フリガナ 所属企業

喜田 幸治 キタ ユキハル 株式会社宏亜キタ不動産 田中 雅登 タナカ マサトウ 株式会社プラム

澤田 達矢 サワダ タツヤ 有限会社グローバル・リンクス 宮崎 知成 ミヤザキ トモナリ 株式会社あぐりたか

堀内 晋平 ホリウチ シンペイ 株式会社堀内機械 浜 日出夫 ハマ ヒデオ 栄和パイル株式会社

小林 豊 コバヤシ ユタカ ニプロファーマ株式会社 藤本 由徳 フジモト ヨシノリ MYCOMservice

麓 信一郎 フモト シンイチロウ 前田建設工業株式会社 松本 英彦 マツモト ヒデヒコ 有限会社エンゼル

山本 芳和　〇 ヤマモト ヨシカズ 株式会社堀内機械 中安 勉 ナカヤス ツトム 和工電気設備工事

呉宮 仁鎬　〇 クレミヤ ノブタカ 株式会社オーテック 泉 佳宏 イズミ ヨシヒロ 近畿ハウス株式会社

石野 幹夫　〇 イシノ ミキオ 医療法人十全会 安福 智 ヤスフク サトシ コンポジットテクノ株式会社

廣瀬 恵一 ヒロセ ケイイチ 廣瀬工務店 磯部 伊知郎 イソベ イチロウ 有限会社ＩＭＳ

森山 大二朗 モリヤマ ダイジロウ 株式会社八百幸 瀬古 大二 セコ ダイジ 瀬古工業株式会社

岩崎 慎治 イワサキ シンジ 株式会社INSOMMA 磯部 真介 イソベ シンスケ 有限会社ＩＭＳ

田村 隆典 タムラ タカノリ 株式会社エコライズ 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

小町 飛鳥　☆ コマチ アスカ 株式会社SR Iビジネスアソシエイツ 大室 智士 オオムロ トモヒト 大室整形外科脊椎・関節クリニック

大村 美咲　☆ オオムラ ミサキ 株式会社大有 陸橋 秀規 リクハシ ヒデキ 晃進産業株式会社

荒木 由美　☆ アラキ ユミ 自営業 中西 晋太郎 ナカニシ シンタロウ 株式会社ナカニシ

加登 隆太 カトウ リュウタ 株式会社加登

丸山 浩司 マルヤマ コウジ 株式会社マルヤマ建設 清水 一彦 シミズ カズヒコ 大阪スバル株式会社

小川 貴範 オガワ タカノリ 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 峪口 幸 サコグチ コウ 株式会社ジェイテクト

井上 高明 イノウエ タカアキ 株式会社ENG 北山 英則　〇 キタヤマ ヒデノリ 有限会社カラーオフィス

奥松 良太 オクマツ リョウタ 夢前水上ゴルフセンター 池上 綱　〇 イケガミ コウ 株式会社日本郵便

疋田 隆俊 ヒキタ タカトシ ヒキタ工業株式会社 鈴木 詠人 スズキ エイト 有限会社エスタイル

内田 洋輔 ウチダ ヨウスケ 株式会社ウチダ 豊山 清太郎 トヨヤマ セイタロウ 自営業

渡邊 慎弥 ワタナベ シンヤ 株式会社北条土地建物 藤田 誠 フジタ マコト インクルーシブ株式会社

宮本 武 ミヤモト タケシ 有限会社宮本土木

宮林 新吾 ミヤバヤシ シンゴ 株式会社宮林電工 竹島 克全 タケシマ カツノリ 有限会社カツデン

篠原 健二 シノハラ ケンジ 三虎電設株式会社 上村 和聖 ウエムラ カズキヨ 兵庫県職員

金本 康来 カネモト ヤスキ 株式会社ReCOM 嬉野 純一 ウレシノ ジュンイチ 三井物産株式会社

山崎 信幸　〇 ヤサキマキ ノブユキ 株式会社コウセイ運輸 丸石 勝也 マルイシ カツヤ 株式会社丸石

中田 雅章　〇 ナカタ マサノリ 株式会社神山組 植野 寿法 ウエノ トシノリ 有限会社宮本土木

水嶋 和彦　〇 ミズシマ カズヒコ MBM 鹿塚 光秀 カヅカ ミツヒデ 株式会社ワンハート

大山 博嗣　〇 オオヤマ ヒロツグ 有限会社サンアイ電工 北浦 慎也 キタウラ シンヤ 株式会社ケンセイ

山田 直敬　〇 ヤマダ ナオヨシ 有限会社ノエルコーポレーション 清川 成徹 キヨカワ ナリテツ 株式会社ワンハート

藤原 孝幸 フジワラ タカユキ 田原工務店 中村 和典 ナカムラ カズノリ 山下電気工業株式会社

高橋 裕紀 タカハシ ヒロキ 浪速運送株式会社 窪田 恭男 クボタ ヤスオ 立花株式会社

寺見 強 テラミ ツヨシ 有限会社宮本土木 生野 勝敏　〇 イクノ カツトシ 株式会社ツムラ

ＰＧＳ全日本ビジネスゴルファーズ選手権2021
関西Ｃ予選

【2021年3月3日(水)　鳴尾ゴルフ倶楽部】

No.
OUT

スタート時間
IN

No.

1 8:00 1

2 8:07 2

3 8:15 3

4 8:22 4

5 8:30 5

6 8:37 6

9 9:00 9

7 8:45 7

8 8:52 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。

※〇印は男性シニア、☆印は女性


