
氏名 フリガナ 所属企業 所属ゴルフ場 氏名 フリガナ 所属企業 所属ゴルフ場

藤本　由徳 フジモト　ヨシノリ MYCOMservice 三日月カントリー俱楽部 林　　英樹 ハヤシ　ヒデキ MJC JOYX上月コース

瀬戸　陽介 セト　ヨウスケ 司法書士法人せと事務所 花屋敷ゴルフ倶楽部 丸山　浩司 マルヤマ　コウジ マルヤマ建設 高室池ゴルフ倶楽部

川田　　誠 カワダ マコト 公務員 ― 笹岡　慎一 ササオカ　シンイチ リバーヒルコーポレーション 泉ヶ丘

西村　敏明 ニシムラ　トシアキ 自営業 ベアズパウジャパンカントリークラブ 呉宮　仁鎬 クレミヤ　ノブタカ まんまる ―

高戸  陽介 タカト　ヨウスケ 武傅 ムロウ36ゴルフクラブ 新井　将文 アライ　マサフミ 栄将 オリムピックゴルフ倶楽部

喜多　和正 キタ　カズマサ ダイセル 旭国際姫路ゴルフ倶楽部 宮崎　知成 ミヤザキ　トモナリ あぐりたか ゴールデンバレーゴルフ倶楽部

緒方　直人 オガタ　ナオヒト MBホールディングス 茨木国際 森　　陽亮 モリ　ヨウスケ メットライフ オークモント

井阪　　広 イサカ　ヒロシ 参天製薬 宝塚ゴルフ倶楽部 岡　　重幸 オカ　シゲユキ 川崎重工業 有馬ロイヤルゴルフクラブ

山本　芳和 ヤマモト　ヨシカズ 堀内機械 泉佐野カントリー 井江　孝介 イエ　コウスケ エースカンパニー不動産 六甲

吉井　　資 ヨシイ　タスク 吉井塾 ― 堀内　晋平 ホリウチ　シンペイ 堀内機械 堺カントリークラブ

菊本　裕司 キクモト　ユウジ キクモト 法隆寺カントリー倶楽部 藤田　敦士 フジタ　アツシ 藤田工業 ―

原　　貞雄 ハラ　サダオ 自営業 タカガワ東徳島ゴルフ俱楽部 木村　健司 キムラ　ケンジ NTT西日本 ワールドカントリーゴルフクラブ

南　　順也 ミナミ　ジュンヤ ソニー生命 ― 紙谷　昌平 カミヤ　ショウヘイ 大阪トヨペット ―

松元　　剛 マツモト　ツヨシ 大阪トヨペット ― 小林　大祐 コバヤシ　ダイスケ 日本赤十字社 ―

松清　将行 マツキヨ　マサユキ 合同会社いちる ― 泉　　佳宏 イズミ　ヨシヒロ 近畿ハウス オリムピックゴルフクラブ

杉浦　義和 スギウラ　ヨシカズ 明治チューインガム ― 川村　一透 カワムラ　カズユキ 積水ハウス ―

高尾　陽介 タカオ　ヨウスケ 高陽 ― 中村　栄次 ナカムラ　エイジ 自営業 日清都CC

深川　昭人 フカガワ　アキヒト ユビキタス工業 青山台GC 大村　康郎 オオムラ　ヤスオ 若葉商会 ―

宇崎　知成 ウサキ　トモナリ 関西電力送配電 グランドオークプレイヤーズ 坂本　　徹 サカモト　テツ サカモテック ―

大門　篤史 ダイモン　アツシ 大阪医科薬科大学 よみうりカントリークラブ 松浦　光宏 マツウラ　ミツヒロ 保険スタジアム 六甲カントリー

勝山　明治 カツヤマ　アキハル 勝山商店 阿騎野ゴルフ倶楽部 餅田　恭秀 モチダ　ヤスヒデ ＯMＵＨ ―

山中　祥司 ヤマナカ　ショウジ ウイング ― 北口　竜輔 キタグチ　リョウスケ プルデンシャル生命保険 オークモントゴルフクラブ

角　　徳文 ツノ　ノリフミ 香川大学 ― 南原　千華 ナンバラ　チカ 医療法人南原医院 ―

金村　秀奉 カネムラ　シュウホウ e-home ― 金村　文代 カネムラ　フミヨ e-home ―

柿木　敏也 カキノキ　トシナリ パーシモンヒルズアーキテクト 交野CC 田中　信昭 タナカ　ノブアキ ミヤノ技研 ―

藤本　周三 フジモト　シュウゾウ ダイナックパートナーズ ― 木浦　怜司 キウラ　リョウジ 南海電気鉄道 ―

友政　勝彦 トモマサ　カツヒコ 行政書士法人きずな神戸 六甲国際パブリックコース 牧　　孝史 マキ　タカシ ティエム通商 ザ•カントリークラブ

伊藤　哲彦 イトウ　テツヒコ 吉田ナーシングホーム ― 岸本　大輔 キシモト　ダイスケ イマヰゴム グレート岡山ゴルフ倶楽部

高祖　昌臣 コウソ　マサオミ 阪神バス 東条の森カントリークラブ 宮内　清行 ミヤウチ　キヨユキ Free　Garden ゴールデンバレーゴルフ倶楽部

竹下　哲生 タケシタ　テツオ 丸善工業 きさいちカントリークラブ 熊田　博志 クマダ　ヒロシ 自営業 ―

是枝　直樹 コレエダ　ナオキ 焼肉hachi ― 疋田　隆俊 ヒキタ　タカトシ ヒキタ工業 ―

西田　善成 ニシダ　ヨシナリ ホンダ四輪販売岡山 よみうりゴルフウエストコース 岡山　　周 オカヤマ　シュウ primal ―

喜田　幸治 キタ　ユキハル 宏亜キタ不動産 橋本カントリークラブ 小林　　豊 コバヤシ　ユタカ ニプロファーマ 橋本カントリークラブ

西村　　強 ニシムラ　オサム 自営業 ― 元原　健作 モトハラ　ケンサク エムテック ―

鈴木　武正 スズキ　タケマサ DARTS 南山カントリー 菅原　亮佑 スガワラ　リョウスケ 佐用中央病院 たけべの森ゴルフ倶楽部

横川　　泉 ヨコカワ　イズミ 関電サービス ― 上三　剛史 ウエミ　タケシ 港梱包運送 ―

篠原　健二 シノハラ　ケンジ 三虎電設 聖丘 宮林　新吾 ミヤバヤシ　シンゴ 宮林電工 レイクフォレストリゾート

中西　孝尚 ナカニシ　タカヒサ プライム不動産 阿騎野GC 奥村　幸治 オクムラ　コウジ ベースボールスピリッツ 神有カントリークラブ

都倉　善一 トクラ　ヨシカズ NISSEI ― 宮崎　定智 ミヤザキ サダトモ 自営業 オリムピックゴルフクラブ

朝田　浩二 アサダ　コウジ ミューチュアル ― 鈴木　　正 スズキ　タダシ エスタイル 六甲国際ゴルフ倶楽部

7 8:50 7

8 8:58 8

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．スタート50分前には受付を済ませ、10分前にはスタート位置で待機すること。スタート時間に遅れた場合は失格。
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5 8:34 5
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8:18 3

4 8:26 4

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2023
関西E予選

【2023年3月8日（水）ABCゴルフ倶楽部】

No. スタート
時間 No.

INOUT

1 8:02 1

2 8:10 2

3

Facebook にて大会公式ファンページ開設！

是非「いいね！」を押して一緒に大会を盛り上げよう！

大会の写真、動画なども満載！

◀ご自身のティーショット写真の保存もこちらから！


