
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

藤丸　　稔 フジマル　ミノル リケン工業 三日月カントリークラブ 舟元　佐京 フナモト　サキョウ レバテック グランドオークプレイヤーズ

中村　周平 ナカムラ　シュウヘイ 野村證券 ― 大橋　正彦 オオハシ　マサヒコ ＮＴＴ西日本 滋賀カントリー倶楽部

杉浦　陽一 スギウラ　ヨウイチ 三井住友銀行 ― 土肥　範広 ドイ　ノリヒロ ＤＯＩ乳販 ―

白井　益夫 シライ　マスオ 白宝水産 ― 松山 健士郎 マツヤマ　ケンシロウ 自営業 ジョイックス

谷口　敦彦 タニグチ　アツヒコ 塩野義製薬 ― 一色 正太郎 イッシキ　ショウタロウ 東洋工業 ABCゴルフ倶楽部

生野　勝敏 イクノ　カツトシ ツムラ かさぎゴルフ倶楽部 熊谷　　孝 クマガイ　タカシ 庭七軒 ―

西出　嘉孝 ニシデ　ヨシタカ 西出旭松園 ― 山田　　剛 ヤマダ　タケシ 冠婚葬祭こころの会 青山GC

南出　正美 ミナミデ　マサミ ワイエムシィ 信楽CC 山﨑　義昭 ヤマサキ　ヨシアキ ヒロ 生野高原ゴルフクラブ

小川　正洋 オガワ　マサヒロ アイ・アンド・キューアドバタイジング 名阪チサンカントリークラブ 上田　秀寿 ウエダ　ヒデトシ トップフィールド 滋賀CC

川口　寛継 カワグチ　ヒロツグ ジグソー 滝野カントリー 嶋﨑　三成 シマザキ　ミツナリ 自営業 ―

阿部　成人 アベ　ナリト 近畿労働金庫 ジョイックス上月 上坂　隆太 ウエサカ　リュウタ 自営業 ―

高野　健汰 タカノ　ケンタ センコー 阪奈カントリークラブ 名倉　義朗 ナクラ　ヨシロウ 大和熔材 万壽ゴルフクラブ

北條　宏明 ホウジョウ　ヒロアキ 銀作 ― 真木 雄一郎 マキ　ユウイチロウ マッシモ 京阪カントリークラブ

都　　和馬 ミヤコ　カズマ センコー ― 別所　　亨 ベッショ　アキラ リフレックス ―

天良　大地 テンラ　ダイチ 海鳳海運株 東条の森 瀧尻　博史 タキジリ　ヒロフミ 自営業 ディアーパークゴルフクラブ

森下　陽介 モリシタ　ヨウスケ アンビックス オークモントゴルフクラブ 末松　康祐 スエマツ　コウスケ エンフォートコンサルティング ―

梅原　秀人 ウメハラ　ヒデト 好輝会　梶本クリニック 聖丘カントリー倶楽部 松本　　聡 マツモト　サトシ インターナショナルスポーツ 聖丘カントリークラブ

宮崎　　登 ミヤザキ　ノボル ミヤプリント 橋本カントリー 山田 昇壱郎 ヤマダショウイチロウ 山勝建設 ―

森　　忠司 モリ　タダシ 安全興業 ― 大江　利治 オオエ　トシハル ナチュラル・ケア 滝野

松田　享洋 マツダ　ユキヒロ マリアス ― 大山　貴司 オオヤマ　タカシ 日本イーライリリー ―

小西　祐司 コニシ　ユウジ 自営 ― 久本　安英 ヒサモト　ヤスヒデ モーションH ―

糟野　友彦 カスノ　トモヒコ ノーラ ― 平間　治樹 ヒラマ　ハルキ 橿原精工 信楽カントリー

上村　和也 カミムラ　カズヤ 上村建設工業 太閤坦カントリークラブ 簾下　佳子 レンゲ　ヨシコ レインボー薬品 東条の森カントリークラブ

坂井　良恵 サカイ　ヨシエ 大和証券 東条の森 佃　　宏美 ツクダ　ヒロミ 富士フイルムシステムサービス 姫路シーサイド

上谷  和彦 ウエタニ  カズヒコ アール・エー ― 足立　晋吾 アダチ　シンゴ 自営業 三田レークサイドカントリー倶楽部

北川　富重 キタガワ　トミシゲ 大丸不動産 ディアーパーク 西川　和男 ニシカワ　カズオ バロンドール ―

佃　　伸五 ツクダ　シンゴ 中間物商事 ― ― ― ― ―

挾間　健二 ハサマ　ケンジ なおかん ― 松本　英彦 マツモト　ヒデヒコ cafenero ―

貴田　友広 キダ　トモヒロ 吉田機械製作所 吉備高原カントリークラブ 宮内　大輔 ミヤウチ　ダイスケ 関西メディック ―

徳田　敏行 トクダ　トシユキ ジーゼット 日野ゴルフ 辰己　和宏 タツミ　カズヒロ アリメント工業 ―

三原　清男 ミハラ　キヨオ エイディジャパン ― 坂元　俊文 サカモト　トシフミ スカイティーエム ワールドカントリー

奥村　達也 オクムラ　タツヤ ONLY ONE 関西ゴルフ倶楽部 浜田　　遼 ハマダ　リョウ 自営業 ―

弓田　清二 ユミタ　セイジ ケーエスユー ヤマトカントリークラブ 倉辻　和彦 クラツジ　カズヒコ ハイワイド ―

松本　正樹 マツモト　マサキ C&C 名神八日市カントリークラブ 藤田　鉄也 フジタ　テツヤ チェンジズ ―

藤田　　伸 フジタ　シン フジエトワス ― 國中　唯史 クニナカ　タダシ 自営業 茨木国際ゴルフクラブ

― ― ― ― ― ― ― ―

7 8:15 7

8 8:22 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 8:00 5

6 8:07 6

7:45 3

4 7:52 4

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2023
関西D予選

【2023年3月4日（土）小野グランドカントリークラブ NEWコース】

No.
スタート

時間 No.

INOUT

1 7:30 1

2 7:37 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！


