
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

上田　哲也 ウエダ　テツヤ 自営業 ― 古川　一登 フルカワ　カズト NIPPO 宍戸ヒルズＣＣ

中西 晋太郎 ナカニシ　シンタロウ ナカニシ オリムピックゴルフ倶楽部 前川　　努 マエカワ　ツトム マエカワコーポ ―

木下　貴史 キノシタ　タカフミ ミナトクリエイト ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 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

津坂　英二 ツサカ　エイジ 長谷工コミュニティ ― 小林　年郎 コバヤシ　トシロウ ウィルルーフサービス ―

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 田村　享久 タムラ　タカヒサ 公務員 ―

時岡　佳幸 トキオカ　ヨシユキ リンテックサインシステム ― 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 信楽カントリー倶楽部

髙倉　勝仁 タカクラ　カツヒト イーサポート ― 川端　俊介 カワバタ　シュンスケ BLOCKS オークモントゴルフクラブ

赤澤　秀樹 アカザワ　ヒデキ 信栄運輸 青山 楠岡　良平 クスオカ　リョウヘイ 合同会社アスリートブレース ―

三木　真吾 ミキ　シンゴ キャプリペッツ 信楽カントリー倶楽部 楠田　博隆 クスダ　ヒロタカ 公務員 米子ゴルフ場

譽田　永吉 コンダ　エイキチ リコジャパン ― 村上　貴弘 ムラカミ　タカヒロ 村上工業 オリムピックゴルフ倶楽部

土居　一憲 ドイ　カズノリ 一兼 グリーンフィールゴルフクラブ 北川　昇一 キタガワ　ショウイチ 寧薬化学工業 奈良カントリークラブ

津村　英明 ツムラ　ヒデアキ ツムラ ― 井上　康平 イノウエ　コウヘイ SBI日本少額短期保険 ―

井上　裕太 イノウエ　ユウタ BIPROGY ― 堤野　正司 ツツミノ　マサシ 社会福祉法人メイクるタウン ―

大平　泰弘 オオヒラ　ヤスヒロ 竹屋 ― 花山　裕太 ハナヤマ　ユウタ 関西電力送配電 ―

土肥　宣夫 ドヒ　ノリオ 五洋産業 ― 山口　雅也 ヤマグチ　マサヤ 寧薬化学工業 ―

久保山 広大 クボヤマ　コウダイ 阪和興業 ― 瀬戸　史郎 セト　シロウ 自営業 能勢CC

小島　康弘 コジマ　ヤスヒロ プロクオーレ ― 三國　慶太 ミクニ　ケイタ ミクニ管材 阿騎野ゴルフ倶楽部

一柳　吉裕 イチヤナギ　ヨシヒロ 自営業 能勢カントリー 奥野 雄一郎 オクノ　ユウイチロウ 保険プランニング 能勢カントリー倶楽部

藤崎　従道 フジサキ　ジュウドウ 積水化学工業 ― 西家　久雄 ニシイエ　ヒサオ モリタ ―

荒木　涼史 アラキ　リョウジ 清水建設 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 松井　宏典 マツイ　ヒロノリ サーベイマツイ ―

山口　　勤 ヤマグチ　ツトム 山口ゴム工業 能勢カントリー倶楽部 荻野　裕司 オギノ　ユウシ GSユアサ ―

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俱楽部 車田　正樹 クルマダ　マサキ 自営 よみうりウエスト

横田　　稔 ヨコタ　ミノル 個人 ― 近森　隆宏 チカモリ　タカヒロ INTEC ―

濵田　拓也 ハマダ　タクヤ センコー ― 髙田　大由 タカタ　ヒロユキ タカタ技研 ―

加本　秀明 カモト　ヒデアキ 自営 徳島カントリークラブ 玉木　康治 タマキ　コウジ 三井住友海上火災保険 信楽カントリー倶楽部

小原　敏正 オハラ　トシマサ 日本マイクロソフト ゴールデンバレーゴルフクラブ 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

川内　　隆 カワウチ　タカシ 森衛生 宝塚けやきヒルCC 栗原　　陸 クリハラ　リク パナソニック 滋賀カントリー倶楽部

田中　正記 タナカ　マサキ TBB 山陽ゴルフ倶楽部吉井コース 森　　智也 モリ　　トモヤ 綜合建物管理 ―

清水　明彦 シミズ　アキヒコ 大阪信用金庫 ― 野村　和徳 ノムラ　カズノリ 明和病院 ―

藤木　康孝 フジキ　ヤスタカ 自営 よみうりウエスト 松尾　信慶 マツオ　ノブヨシ プランニングワーク ―

岩本　　恵 イワモト　メグミ ダイドービバレッジサービス エクセレントクラブ伊勢大鷲コース 池田　佳史 イケダ　 ヨシフミ ワールド ―

光葉　篤子 ミツバ　アツコ 住友ゴム工業 小野ゴルフ倶楽部 石川　真吾 イシカワ　シンゴ ソウア ―

上代　昌弘 ジョウダイ　マサヒロ 北陽スプリング 滋賀ゴルフ倶楽部 菴田　　良 アンダ　リョウ エステートee 新宝塚カントリークラブ

上月　勝恒 コウヅキ　カツヒサ 第一実業 ― 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

月山　昇龍 ツキヤマ　ショウリュウ South Innovation センチュリーシガゴルフゴルフクラブ 北脇　崇吉 キタワキ　タカヨシ ディスタンス よみうりゴルフウエストコース

北野　　樹 キタノ　タツキ 天理市役所 ― 青山　　恭 アオヤマ　ヤスシ 関電サービス 信楽カントリークラブ

勝部　　毅 カツベ　ツヨシ NXキャッシュ・ロジスティクス ― 坂本　伸二 サカモト　シンジ ダイ ―

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 松井　宣樹 マツイ　ノブキ 松井塗装 アリジカントリークラブ

青木　智紀 アオキ　トモノリ 三井住友銀行 ― 一本松 正顕 イッポンマツ　マサアキ 自営業 ―

西村 慎太郎 ニシムラ　シンタロウ 西村板金工業所 ―

7 8:45 7

8 8:52 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。

9 9:00 9

10 9:07 10
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5 8:30 5

6 8:37 6

8:15 3

4 8:22 4

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2023
関西F予選

【2023年3月11日（土）よみうりゴルフウエストコース】

No. スタート
時間 No.

INOUT

1 8:00 1

2 8:07 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！


