
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

福田　　喬 フクダ　タカシ 日野精機 日野ゴルフ倶楽部 松井　幸男 マツイ　ユキオ プライム 朽木ゴルフクラブ

福家　広之 フクヤ　ヒロユキ フクヤ金属 朽木ゴルフ倶楽部 田中　和樹 タナカ　カズキ 京和エステート 日野ゴルフ倶楽部

廣瀬　　正 ヒロセ　タダシ 東海電工 - 越野　雄一 コシノ　ユウイチ ＫＧテクニカル 能登ゴルフ

大西　啓介 オオニシ　ケイスケ 三重県松阪食肉 三重白山ゴルフコース 宮本　大雅 ミヤモト　タイガ 長田工業 加賀カントリークラブ

武田　守弘 タケダ　モリヒロ 武田物産 きさいちCC 倉辻　和彦 クラツジ　カズヒコ 杉橋建設 朽木ゴルフ倶楽部

榧谷　孝行 カヤタニ　タカユキ 村田製作所 - 山田　道男 ヤマダ　ミチオ SMC -

光本　時用 ミツモト　トキヨ 幸平実業 - 中村　之浩 ナカムラ　ユキヒロ 京都信用金庫 PGM滋賀ゴルフ倶楽部

鈴木　太一 スズキ　タイチ 村田機械 - 谷内　祥吾 タニウチ　ショウゴ TP -

岸田　雄策 キシダ　ユウサク 小野薬品工業 信楽カントリー倶楽部 渡邉　　功 ワタナベ　イサオ アドバンク 東城陽ゴルフ倶楽部

石川　浩二 イシカワコウジ ハイライフスター 日野ゴルフ倶楽部 坂下　哲之 サカシタ　テツユキ 村田製作所 越前武生カントリークラブ

谷本　佑介 タニモト　ユウスケ 村田製作所 - 山口　和宏 ヤマグチ　カズヒロ アースワン -

若林　将司 ワカバヤシ　マサシ ウッドワークス 加賀カントリークラブ 瀬戸　信賀 セト　ノブヨシ トヨタL &F富山 朱鷺の台カントリークラブ

近重　康彦 チカシゲ　ヤスヒコ 村田製作所 - 蓑輪　裕康 ミノワ　ヒロヤス 建協 朱鷺の台カントリークラブ

竹橋　清隆 タケハシ　キヨタカ 公務員 信楽カントリークラブ 榊原　純一 サカキバラ　ジュンイチ プロクリ 日高カントリー

山口　綾子 ヤマグチ　アヤコ あいおいニッセイ同和損害保険 - 丸山　紀子 マルヤマ　ノリコ 絵里奈 能登カントリークラブ

小森　美穂 コモリ　ミホ 小森不動産 三甲ゴルフクラブ谷汲コース 岡部　美紀 オカベ　ミキ 分野病院 富士スタジアムゴルフ倶楽部

松本　正樹 マツモト　マサキ C＆C 名神八日市 横村　幸大 ヨコムラ　コウダイ トヨタ自動車 -

小﨑　要介 オザキ　ヨウスケ のうか不動産 加賀カントリークラブ 佐藤　嘉昭 サトウ　ヨシハル 半七 立山カントリークラブ

中川　　啓 ナカガワ　アキラ 中川デンソー 加賀カントリークラブ 西田　将大 ニシタ　ショウタ ICCサービスセンター 加賀カントリークラブ

西村　祐哉 ニシムラ　ユウヤ 自営業 - 中田　幸一 ナカタ　コウイチ 大鉄工業 氷見カントリー

目良　翔一 メラ　ショウイチ 公務員 - 長谷　欣和 ハセ　ヨシカズ AK-LINE -

加藤　雅史 カトウ　マサシ 三菱自動車 - 森田　博文 モリタ　ヒロフミ 甲斐運送 -

西村　　亨 ニシムラ　トオル トップパートナー - 朝島　晃治 アサシマ　コウジ 朝島運輸 加賀カントリー

松村　宣夫 マツムラ　ノリオ 松村製作所 - 西森　正憲 ニシモリ　マサノリ 西森金属 氷見カントリー

南條　貴司 ナンジョウ　タカシ 南條鐵工所 氷見カントリークラブ 小池　祐嗣 コイケ　ユウシ 石川トヨペット -

梶田　脩真 カジタ　シュウマ ヨシダ - 西田　盛治 ニシダ　シゲハル STYLE WOOD HOME 朱鷺の台カントリークラブ

吉川　正規 ヨシカワ　マサノリ 八潮運輸 信楽カントリー倶楽部 飯島　直人 イイジマ　ナオト 東海電工 ザ・カントリークラブ

三谷　宜生 ミタニ　ヨシオ 山田兄弟歯科 枚方国際ゴルフ倶楽部 門口　典央 モングチ　ノリオ モノカ 武生カントリークラブ

相馬　正督 ソウマ　マサトク モノカ 越前武生カントリークラブ 平田　雅也 ヒラタ　マサヤ PFU 枚方国際ゴルフ倶楽部

宮本　大地 ミヤモト　タイチ メタル機材 枚方国際ゴルフ倶楽部 黒木　雅裕 クロキ　マサヒロ バックボーン 枚方国際ゴルフ倶楽部

松岡　大輔 マツオカ　ダイスケ 香芝旭ヶ丘病院 コマカントリー 宮崎　敏彦 ミヤザキ　トシヒコ オフィスミヤザキ 日野ゴルフ倶楽部

菅　　有輝 スガ　ユウキ 日本郵便 - 栗本　浩司 クリモト　コウジ 本田技研工業　鈴鹿製作所 -

窪田　博晃 クボタ　ヒロアキ 半七 - 松山 宏一郎 マツヤマ　コウイチロウ 大翁商事 -

根本　正容 ネモト　マサヒロ ねもとリハビリテーション ゴールデンバレーGC 米原　幹人 ヨネハラ　ミキト 本田技研工業 ジャパンクラシック

池田　宏行 イケダ　ヒロユキ 菅原 ザ・カントリークラブ能登 武澤　祐貴 タケザワ　ヒロキ 菅原 能登ゴルフ倶楽部

岩田　光生 イワタ　ミツオ MIYデンタルサポート 城陽 園　　耕一 ソノ　コウイチ 滋賀銀行 日野ゴルフ倶楽部

木村　正隆 キムラ　マサタカ KDT 名神八日市カントリー 小石　雅明 コイシ　マサアキ 自営 -

中西　秀閣 ナカニシ　ヒデタカ 中西歯科医院 - 川上　哲二 カワカミ　テツジ 申友 朽木ゴルフクラブ

大蔵　研一 オオクラ　ケンイチ 三谷商事 - 久保田 誠一 クボタ　セイイチ くぼたクリニック メナードカントリークラブ西濃コース

岡　藤太郎 オカ　トウタロウ 岡診療所 日野ゴルフ倶楽部 北川　　毅 キタガワ ツヨシ ニッケイ 朽木ゴルフクラブ

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2023
関西B予選

【2023年2月11日(土・祝)　日野ゴルフクラブ  キングコース】

No. スタート時間 No.
INOUT

1 8:00 1

2 8:08 2

3 8:15 3

4 8:23 4

5 8:30 5

6 8:38 6

9 9:00 9

7 8:45 7

8 8:53 8

10 9:08 10

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。


