
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

佐竹　康輔 サタケ　コウスケ 炭火焼鶏さぼてん 北六甲C.C. 天良　大地 テンラ　ダイチ 海鳳海運 東条の森

平間　治樹 ヒラマ　ハルキ 橿原精工 信楽カントリー倶楽部 梶田　脩真 カジタ　シュウマ ヨシダ 神戸カントリー　神戸コース

新井　将文 アライ　マサフミ 栄将 オリムピックゴルフクラブ 菊本　裕司 キクモト　ユウジ キクモト ―

大村　美咲 オオムラ　ミサキ 大有 大宝塚ゴルフクラブ 福村　香名 フクムラ　カナ 大有 三木ゴルフ倶楽部

津坂　英二 ツサカ　エイジ 長谷工コミュニティ　 ― 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

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 園　　耕一 ソノ　コウイチ 滋賀銀行 日野ゴルフ倶楽部

藤田　　伸 フジタ　シン フジエトワス ― 森川　英門 モリカワ　ヒデト 保険デザイン 名阪チサンカントリー

緒方　直人 オガタ　ナオヒト MBホールディングス 茨木国際ゴルフクラブ 西出　嘉孝 ニシデ　ヨシタカ 西出旭松園 信楽カントリー

渡邉　　功 ワタナベ　イサオ アドバンク 東城陽ゴルフ倶楽部 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

別所　　亨 ベッショ　アキラ リフレックス ― 大山　貴司 オオヤマ　タカシ 日本イーライリリー ―

田村　享久 タムラ　タカヒサ 航空自衛隊 名阪チサンカントリークラブ 土肥　宣夫 ドヒ　ノリオ 五洋産業 ―

林　　英樹 ハヤシ　ヒデキ MＪ C JOYXゴルフ倶楽部　上月コース 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

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 武田　守弘 タケダ　モリヒロ 武田物産 きさいちCC

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 大江　利治 オオエ　トシハル ナチュラル・ケア 滝野

前川　　努 マエカワ　ツトム マエカワコーポ ― 近森　隆宏 チカモリ　タカヒロ INTEC ―

大村　康郎 オオムラ　ヤスオ 若葉商会 ― 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

加美　重博 カミ　シゲヒロ 富士通 大津CC 中西　秀閣 ナカニシ　ヒデタカ 中西歯科医院 ―

木村　正隆 キムラ　マサタカ K.D.T ― 竹村　信彦 タケムラ　ノブヒコ Garfield co.Ltd ―

北川　富重 キタガワ　トミシゲ 大丸不動産 デｨアパーク 加本　秀明 カモト　ヒデアキ 自営 徳島カントリークラブ

田中　正記 タナカ　マサキ TBB 山陽ゴルフ倶楽部吉井コース 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

平田　雅也 ヒラタ　マサヤ PFU 枚方国際ゴルフ倶楽部 加藤　雅史 カトウ　マサシ 三菱自動車工業 ―

上田　秀寿 ウエダ　ヒデトシ トップフィールド 滋賀カントリークラブ 松山 健士郎 マツヤマ　ケンシロウ 自営業 ジョイックス上月

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 池本　純一 イケモト　ジュンイチ 新田市工務店 北神戸ゴルフ場

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 川村　一透 カワムラ　カズユキ 積水ハウス ―

安田　康輔 ヤスダ　コウスケ ＲＣトラスト ジャパンクラシック 松村　宣夫 マツムラ　ノリオ 松村製作所 ―

石川　真吾 イシカワ　シンゴ ソウア ― 阿部　成人 アベ　ナリト 近畿労働金庫 ジョイックス上月

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 樋口　晃司 ヒグチ　アキジ アイパートナーズフィナンシャル 信楽カントリー

譽田　永吉 コンダ　エイキチ リコジャパン ― 篠原　健二 シノハラ　ケンジ 三虎電設 ―

岡　藤太郎 オカ　トウタロウ 岡診療所 日野ゴルフ俱楽部 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

大山　博嗣 オオヤマ　ヒロツグ サンアイ電工 ― 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

挾間　健二 ハサマ　ケンジ なおかん ― 小島　康弘 コジマ　ヤスヒロ プロクオーレ ―

上三　剛史 ウエミ　タケシ 港梱包運輸 ジャパンクラシック 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

廣瀬　恵一 ヒロセ　ケイイチ 自営業 大津CC 大平　和正 オオヒラ　カズマサ 湯元舘 ―

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 大西　啓介 オオニシ　ケイスケ 三重県松阪食肉 CRC三重白山ゴルフコース

藤井　賢哉 フジイ　ケンヤ 大阪府(公務員) オークモントGC 山﨑　義昭 ヤマサキ　ヨシアキ ヒロ 生野高原ゴルフ

山田　　剛 ヤマダ　タケシ 冠婚葬祭こころの会 青山ゴルフ倶楽部 岩本　　恵 イワモト　メグミ ダイドービバレッジサービス ―

岡林　良太 オカバヤシ　リョウタ 自営業 ― 中村　之浩 ナカムラ　ユキヒロ 京都信用金庫 滋賀ゴルフ倶楽部

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 内田　洋輔 ウチダ　ヨウスケ ウチダ ―

中村　周平 ナカムラ　シュウヘイ 野村證券 ― 髙田　大由 タカタ　ヒロユキ タカタ技研 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部

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 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

鵜飼　福人 ウガイ　フクト クラフトマンズ ― 西村　　亨 ニシムラ　トオル トップパートナー 朽木ゴルフ倶楽部

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 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

奥野 雄一郎 オクノ　ユウイチロウ E保険プランニング 能勢カントリー倶楽部 楠田　博隆 クスダ　ヒロタカ 自営 米子GC

木浦　怜司 キウラ　リョウジ 南海電気鉄道 GDO 高尾　陽介 タカオ　ヨウスケ 高陽 ―

藤田　剛士 フジタ　ツヨシ 藤田食品 太平洋クラブ六甲コース 小西　祐司 コニシ　ユウジ 小西製作所 信楽カントリー倶楽部

杉本　武士 スギモト　タケシ GS ユアサ グランベール京都ゴルフ倶楽部 津村　英明 ツムラ　ヒデアキ ツムラ ―

福家　広之 フクヤ　ヒロユキ フクヤ金属 朽木ゴルフ倶楽部 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

徳田　敏行 トクダ　トシユキ ジーゼット 日野ゴルフ倶楽部 白髭　慎一 シラヒゲ　シンイチ 公務員 ―

宮本　敏幸 ミヤモト　トシユキ 自営業 ― 末原　　健 スエハラ　タケシ ゴルフパートナー 北神戸ゴルフ場(パブリック)

栗本　浩司 クリモト　コウジ 本田技研工業 双鈴ゴルフクラブ 開發　俊介 カイホツ　シュンスケ 自営業 JOYXゴルフ倶楽部

髙野　健汰 タカノ　ケンタ センコー 阪奈カントリークラブ 一本松 正顕 イッポンマツ　マサアキ 自営 吉川カントリー倶楽部

都倉　善一 トクラ　ヨシカズ NISSEI ― 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

戸田　秀一 トダ　シュウイチ 自営業 太閤坦カントリークラブ 長屋　　健 ナガヤ　ケン 轟直線工業所 きさいちカントリークラブ

廣瀬　　正 ヒロセ　タダシ 東海電工 ― 木村　公也 キムラ　コウヤ 木村メンテナンス ―

髙本　大士 タカモト　ダイシ ハウスネットワーク 北六甲カントリー倶楽部 都　　和馬 ミヤコ　カズマ センコー ―

名倉　義朗 ナクラ　ヨシロウ 大和熔材 万壽ゴルフクラブ 土居　一憲 ドイ　カズノリ 一兼 グリーンフィール

藤田　敦士 フジタ　アツシ 藤田工業 ― 深川　昭人 フカガワ　アキヒト ユビキタス工業 青山台ゴルフ倶楽部

川瀬　浩史 カワセ　ヒロシ SOMPOひまわり生命 マスターズゴルフ倶楽部 泉森　孝紀 イズモリ　タカノリ 橋本カントリークラブ ―

池上　耕治 イケガミ　コウジ 池上建装 ― 舟元　佐京 フナモト　サキョウ レバテック ―

濵田　拓也 ハマダ　タクヤ センコー 東条湖カントリークラブ 北山 健太郎 キタヤマ　ケンタロウ センコー ラインヒルゴルフクラブ

谷口　安孝 タニグチ　ヤスタカ TANIGUCHI 太閤担カントリークラブ 福田　幸弘 フクダ　ユキヒロ 自営業 南紀白浜ゴルフクラブ

門口　典央 モングチ　ノリオ モノカ 越前武生カントリークラブ 相馬　正督 ソウマ　マサトク モノカ ―

森住　公紀 モリズミ　コウキ STUDIO FOREST LIVE きさいちカントリークラブ 坂本　　徹 サカモト　テツ サカモテック ―

車田　正樹 クルマダ　マサキ 自営 ― 玉木　康治 タマキ　コウジ 三井住友海上火災保険 ―

鈴木　武正 スズキ　タケマサ DARTS 南山カントリー 井阪　　広 イサカ　ヒロシ 参天製薬 宝塚ゴルフクラブ

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

伊藤　暢章 イトウ　ノブアキ 村田製作所 滋賀ゴルフ倶楽部 中塚　克弘 ナカツカ　カツヒロ ヴィロード ―

奥村　達也 オクムラ　タツヤ ONLY ONE 関西ゴルフクラブ 赤澤　秀樹 アカザワ　ヒデキ 信栄運輸 青山ゴルフクラブ

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 勝山　明治 カツヤマ　アキハル 勝山商店 阿騎野GC

鳥羽　孝尚 トバ　タカナオ ABOT ― 目良　翔一 メラ　ショウイチ 公務員 ―

福田　　仁 フクダ　ジン Je-GREEN ゴールデンバレー 熊谷　　孝 クマガイ　タカシ 庭七軒 京阪カントリー倶楽部

久保山 広大 クボヤマ　コウダイ 阪和興業 ― 森　　智也 モリ　トモヤ 綜合建物管理 ―

真木 雄一郎 マキ　ユウイチロウ マッシモ 京阪カントリー倶楽部 糟野　友彦 カスノ　トモヒコ ノーラ ―

栗原　　陸 クリハラ　リク パナソニック 滋賀カントリークラブ 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

川上　哲二 カワカミ　テツジ 申友 朽木ゴルフクラブ 柿木　敏也 カキノキ　トシナリ 自営 ―

藤本　周三 フジモト　シュウゾウ ダイナックパートナーズ ― 瀬戸　史郎 セト　シロウ 自営業 能勢CC

森　　忠司 モリ　タダシ 安全興業 ―

西家　久雄 ニシイエ　ヒサオ モリタ ―

疋田　隆俊 ヒキタ　タカトシ 会社役員 ―
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【2023年3月25日（土）瀬田ゴルフコース 東コース】

No.
スタート

時間
No.

INOUT

1 7:25 1

2 7:32 2

3 7:39 3

4 7:46 4

5 7:53 5

6 8:07 6

11 8:49 11

12 8:56 12

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。

9 8:28 9

10 8:35 10

注
意
事
項

14 9:10 14

15 9:17 15

16 9:31

7 8:14 7

8 8:21 8

16

17 9:38 17

18 9:45 18

19 9:52 19

20 9:59 20

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！


