
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

横山　智紀 ヨコヤマ　トモノリ 横山モータース - 笹倉　俊彦 ササクラ　トシヒコ ナカシマ -

石塚　年啓 イシヅカ　トシヒロ ピース電機 名古屋広幡ゴルフコース 宇田　雅史 ウダ　マサシ ミズノ タラオカントリークラブ

柳瀬　一範 ヤナセ　カズノリ 協和機械器具 鳴海カントリークラブ 加藤　健治 カトウ　ケンジ トヨタ自動車 いわむらCC

田中　　渉 タナカ　ワタル エムベース 稲武カントリークラブ 宮司　保美 ミヤジ　ヤスミ Ｍ＆Ｍ 浜松カントリークラブ

杉浦　正紀 スギウラ　マサノリ 都築産業 稲武カントリー 五輪　貴史 イツワ　タカシ キオクシア -

石黒　弘志 イシグロ　ヒロシ キートス - 高柳　淑稔 タカヤナギ　ヨシトシ 孔明会 新城カントリー倶楽部

槇野　一成 マキノ　カズナリ マキノチェーン 春日井カントリークラブ 阪井　政光 サカイ　マサミツ さかい建設 -

杉浦　政秀 スギウラ　マサヒデ 杉浦金属 レイク浜松 近藤　　稔 コンドウ　ミノル ENEOSウイング ジャパンクラシックカントリー倶楽部

水野　　明 ミズノ　アキラ 豊田スチールセンター 稲武カントリークラブ 平野　和行 ヒラノ　カズユキ ヒラカズ建設 浜松カントリークラブ

遠藤　義治 エンドウ　ヨシハル 三菱重工業 - 中村　寛亮 ナカムラ　ヒロアキ 伊坂屋 鈴鹿CC

野々部　良 ノノベ　リョウ 和幸 美濃関ｃｃ 横道　真二 ヨコミチ　シンジ 本田技研工業 -

山本　　鋭 ヤマモト　エイ デンソーエレクトロニクス - 柘植　順也 ツゲ　ジュンヤ 日章システム 瑞陵ゴルフ倶楽部

松下　雄彦 マツシタ　タカヒコ 自営 - 河路　敬太 カワジ　ケイタ 興和不動産 フリー

髙瀬　勝敏 タカセ　カツトシ 愛三工業 京ケ野ゴルフクラブ 大久保 泰徳 オオクボ　ヤスノリ 川崎重工業 -

新井　　正 アライ　マサ リフレッシュあらい 瑞陵ゴルフ倶楽部 - - - -

中島　　沿 ナカシマ　ソウ アシスト 新城カントリー 池田　　茂 イケダ　シゲル 長瀬産業 ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場

中野　雅文 ナカノ　マサフミ 仲山鉄工 葛城GC 千原　裕輝 チハラ　ヒロキ ニシリク -

- - - - 辰巳　晃人 タツミ　アキト 加古川南高校 白鷺

田島　浩史 タジマ　ヒロシ アコーディア・ゴルフ - 高橋　貴広 タカハシ タカヒロ 高橋モータース -

堀　　清和 ホリ　キヨカズ 木股錺金属製作所 関ケ原カントリー 水野　敏浩 ミズノ　トシヒロ エリエールテクセル 明智ゴルフ倶楽部

髙林　和也 タカバヤシ　カズヤ 本田技研鈴鹿製作所 中日カントリー 高橋　茂文 タカハシ　シゲフミ 公務員 -

- - - - 澤田　　勉 サワダ　ツトム 澤田建築事務所 春日井CC

榎本　只広 エノモト　タダヒロ 自営業 - 松久　征史 マツヒサ　マサシ 自営 -

高橋　　豊 タカハシ　ユタカ 鬼頭工業 スプリングフィールドGC 芝原　秀雄 シバハラ　ヒデオ 自営業 -

五反分　誠 ゴタンブ　マコト G・STONE 中部国際 伊藤　良平 イトウ　リョウヘイ G・STONE 笹平カントリー倶楽部

川尻　拓磨 カワシリ　タクマ 自営業 - 河下　朝吉 カワシタ　トモキチ KDDI ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場

宮本　達也 ミヤモト　タツヤ 西出工業 - - - - -

石川　太一 イシカワ　タイチ 横井装建 - 小川　　健 オガワ　タケシ イー・クルーズ -

青木　将平 アオキ　ショウヘイ エスティーアオキ さなげカントリークラブ 窪田　　耕 クボタ　コウ G・STONE 笹平カントリー倶楽部

水野　優樹 ミズノ　ユウキ 水野鞄店 グレイスヒルズ カントリークラブ 大野　幹雄 オオノ　ミキオ 大喜工業 -

磯部　真介 イソベ　シンスケ IMS - 柳　　　彰 ヤナギ　アキラ ヤナテック 山岡カントリークラブ

山田　直敬 ヤマダ　ナオヨシ ノエルコーポレーション 美濃関カントリークラブ 佐川　元規 サガワ　モトノリ 自営業 -

吉見　優太 ヨシミ　ユウタ 自営業 平尾C.C

松下　幸平 マツシタ　コウヘイ 東海インテック -

田代　　歩 タシロ　アユム 歩 -

小早川 良平 コバヤカワ　リョウヘイ 豊田自動織機 加茂ゴルフ倶楽部

山村　康治 ヤマムラ　コウジ パナソニック 津カントリー倶楽部 菅谷　岳史 スガヤ　タケシ 本田技研工業 エクセレント伊勢大鷲

加藤　通臣 カトウ　ミチオミ 中部電力ＰＧ 伊深の森カントリークラブ 山田　高史 ヤマダ　タカシ トヨタ車体 瑞陵ゴルフ倶楽部

水野　　伸 ミズノ　シン 水野モータース 笹平カントリー倶楽部 牧　　行宏 マキ　ユキヒロ 豊田通商システムズ 加茂ゴルフ倶楽部

能澤　　剛 ノザワ　タケシ 自営業 朱鷺の台cc 牧野　公洋 マキノ　キミヒロ トヨタ自動車 ザトラディションゴルフクラブ

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2023
中部予選

【2023年2月24日(金)　名古屋広幡ゴルフコース】

No. スタート時間 No.
INOUT

1 8:00 1

2 8:07 2

3 8:14 3

4 8:21 4

5 8:28 5

6 8:42 6

9 9:03 9

7 8:49 7

8 8:56 8

10 9:10 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。


