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鈴木　詠人 スズキ　エイト 有限会社会社 エスタイル 山本　芳和 ヤマモト　ヨシカズ 株式会社堀内機械 泉佐野カントリー

堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ 株式会社堀内機械 堺カントリー 勝山　明治 カツヤマ　アキハル 6 株式会社勝山商店 阿騎野ゴルフ倶楽部

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 桑名カントリー 瀬古　大二 セコ　ダイジ 5 瀬古工業株式会社 桑名C C

磯部 伊知郎 イソベ　イチロウ 有限会社ＩＭＳ 桑名カントリー 磯部　真介 イソベ　シンスケ 有限会社IMS 名南カントリークラブ

金田　　悟 カネダ　サトル 株式会社堀内機械 森　　智也 モリ　トモヤ 綜合建物管理株式会社

前川　　努 マエカワ　ツトム 植田アルマイト工業 青木　惇史 アオキ　アツシ 15 株式会社堀内機械 ワンウェイゴルフクラブ

川内　　隆 カワウチ　タカシ 9 有限会社　森衛生 宝塚けやきヒルCC 宮崎　定智 ミヤザキ　サダトモ 8.6 自営業 神戸三田ゴルフクラブ

遠山　博史 トオヤマ　ヒロシ 8 有限会社ウィズ 新大阪ゴルフ倶楽部 田中　有哉 タナカ　ユウヤ 3 株式会社オオミヤ サンリゾートカントリークラブ

黒崎　晃史 クロサキ　コウシ 9 カネマツ青果株式会社 パインレークゴルフクラブ 朴　　善貴 パク　ソンギ 自営業

宮崎　知成 ミヤザキ　トモナリ 4 株式会社あぐりたか ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 坂本　　徹 サカモト　テツ 3 株式会社サカモテック 六甲カントリー倶楽部

笹岡　慎一 ササオカ　シンイチ 8 有限会社リバーヒルコーポレーション　笹岡 泉ヶ丘 濵　日出夫 ハマ　ヒデオ 7 栄和パイル株式会社 茨木国際

藤丸　　稔 フジマル　ミノル 7 リケン工業 三日月CC 中川　謙一 ナカガワ　ケンイチ 第一ゴルフ 信楽カントリー倶楽部

橋口　孝幸 ハシグチ　タカユキ 9 橋口保温 ジャパンクラシック 大平　　聖 オオヒラ　セイ 13.4 三世リリーフ株式会社

池上　耕治 イケガミ　コウジ 10 池上建装 ジャパンクラシック 松田　享洋 マツダ　ユキヒロ 株式会社マリアス

渡辺　悠嗣 ワタナベ　ユウジ 渡辺毛糸紡績株式会社 ― ― ― ― ―

邑木　秀行 ムラキ　ヒデユキ GreenBuddy 安福　　智 ヤスフク　サトシ コンポジットテクノ株式会社 オレンジシガカントリークラブ

原田　英亮 ハラダ　ヒデアキ 8 株式会社エコ・クリーン 新宝塚カントリークラブ 井江　孝介 イエ　コウスケ 6 エースカンパニー不動産株式会社 六甲CC

久禮　泰作 クレ　タイサク 11 全日本空輸株式会社 新宝塚 瀬戸　陽介 セト　ヨウスケ 7 司法書士法人せと事務所 花屋敷ゴルフ俱楽部

加屋野 一建 カヤノ　カズタケ 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 滝野カントリー倶楽部 小礒　拓二 コイソ　タクジ 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

平野　俊雄 ヒラノ　トシオ 1 株式会社ルーツゴルフ 比良ゴルフ倶楽部 ― ― ― ― ―

宮林　新吾 ミヤバヤシ　シンゴ 5 株式会社宮林電工 レイクフォレストリゾート 丸山　浩司 マルヤマ　コウジ 7.3 株式会社マルヤマ建設 高室池ゴルフ倶楽部

槻瀬　圭一 ツキセ　ケイイチ 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 篠原　健二 シノハラ　ケンジ 7 三虎電設株式会社 聖丘

若林　将司 ワカバヤシ　マサシ 株式会社　ウッドワークス 加賀カントリークラブ 菅　　有輝 スガ　ユウキ 日本郵便株式会社

松山 宏一郎 マツヤマ　コウイチロウ 大翁商事株式会社 ― ― ― ― ―

松本　英彦 マツモト　ヒデヒコ Cafe nero 谷口　敦彦 タニグチ　アツヒコ 塩野義製薬株式会社

生野　勝敏 イクノ　カツトシ 12.6 株式会社ツムラ かさぎゴルフ倶楽部 村上　　淳 ムラカミ　ジュン 13 株式会社住友倉庫 六甲国際ゴルフ倶楽部

宮本　達也 ミヤモト　タツヤ 4.1 株式会社西出工業 加賀カントリークラブ 菊本　裕司 キクモト　ユウジ 株式会社キクモト 法隆寺カントリー

久保田 康裕 クボタ　ヤスヒロ ベストホームコンサルタント株式会社 宝塚けやきヒルCC 水口　武志 ミズグチ　タケシ 27 ルネス 病院

是枝　直樹 コレエダ　ナオキ 8 焼肉hachi 茨木国際ゴルフ倶楽部 田村　　裕 タムラ　ヒロシ 4 自営　（農業） 美加ノ原CC

奥田　大輔 オクダ　ダイスケ 株式会社achieve 井阪　　広 イサカ　ヒロシ 3.8 参天製薬株式会社 宝塚ゴルフ倶楽部

岡部　美紀 オカベ　ミキ 16 医療法人 正正会 分野病院 木村　健司 キムラ　ケンジ 4.7 NTT西日本

南原　千華 ナンバラ　チカ 医療法人南原医院 ― ― ― ― ―

池田　武史 イケダ　タケシ 1.5 中部徳州会病院 太平洋クラブ御殿場 横山　智紀 ヨコヤマ　トモノリ 株式会社横山モータース

大同　一輝 ダイドウ　カズキ 株式会社ルーツゴルフ 加賀田 正貴 カガタ　マサタカ 13 有限会社魚發 グランドオークプレイヤーズコース

西村　仁成 ニシムラ　ヒトナリ 5 株式会社荘司調髪所 法隆寺カントリー倶楽部 細岡　嵩功 ホソオカタカノリ 株式会社クインオート

文野　考二 ブンノ　コウジ 7.9 日本航空 京阪ゴルフ 梶原　　隆 カジワラ　タカシ 9 自営業 ダンロップゴルフコース

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2022
関西D予選

【2022年3月2日(水)　ABCゴルフ俱楽部】

No. スタート時間 No.

INOUT

1 8:02 1

2 8:10 2

3 8:18 3

4 8:26 4

7 8:50 7

8 8:58 8

5 8:34 5

6 8:42 6

9
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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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