
氏名 フリガナ 所属企業 氏名 フリガナ 所属企業

海老澤 唯 エビサワ ユイ 株式会社シーテック 木下 輝洋 キノシタ テルヒロ 一般社団法人　世界原子力発電事業者協会　東京センター

伊藤 義和 イトウ ヨシカズ ソフトバンクグループ株式会社 遠藤 大介 エンドウ ダイスケ 大成建設株式会社

北出 武大 キタデ タケヒロ 株式会社センカク 馬場 輝雄 ババ テルオ 横浜観光土地株式会社

藤平 康法 フジヒラ ヤスノリ フィットハウス 竹添 大晃 タケゾエ ヒロアキ 自営業

岸 一貴 キシ カズキ 国分首都圏株式会社 山中 大輔 ヤマナカ ダイスケ コスモヘルス株式会社

安田 大樹 ヤスダ ダイキ 公務員 森下 和晴 モリシタ カズハル 大豊建設株式会社

青木 優弥 アオキ ユウヤ 自営業 安井 健二 ヤスイ ケンジ 野村不動産アーバンネット株式会社

橋 正幸 ハシ ナオユキ 西村あさひ法律事務所 原 達也 ハラ タツヤ 安行園芸株式会社

鈴木 政志 スズキ マサシ 株式会社フラワーオークションジャパン 北山 暁子　☆ キタヤマ アキコ 株式会社リコー

乙部 桂子　☆ オトベ ケイコ 株式会社アウライセン 片岡 律子　☆ カタオカ リツコ 株式会社袖ヶ浦カンツリー倶楽部

鈴木 陽子　☆ スズキ ヨウコ 株式会社ソフトライフ 小高 友美　☆ コダカ トモミ アクサ生命保険株式会社

内田 愛希　☆ ウチダ アキ クレアシオン・キャピタル株式会社 山田 加奈子　☆ ヤマダ カナコ 共成印刷株式会社

山口 貴弘 ヤマグチ タカヒロ 楽天株式会社 鈴木 優輔 スズキ ユウスケ コスモヘルス株式会社

後藤 勇二 ゴトウ ユウジ 日進工具株式会社 山田 泰彦 ヤマダ ヤスヒコ 共成印刷株式会社

山中 祐輔 ヤマナカ ユウスケ 日本リシャイン 森川 英門 モリカワ ヒデト 住友生命保険相互会社

丸山 武志 マルヤマ タケシ 株式会社ムトウ 安田 光治 ヤスダ ミツハル 株式会社スタッフサービス

有田 博之 アリタ ヒロユキ わらべや日洋株式会社 森下 和久 モリシタ カズヒサ 株式会社市原京急カントリークラブ

河野 真一　〇 カワノ シンイチ 国土交通省 原 克宣 ハラ カツノリ 自営業

牧野 寛　〇 マキノ ヒロシ 牧野歯科医院 井手 健一朗 イデ ケンイチロウ 株式会社スプロケット

中山 秀之　〇 ナカヤマ ヒデユキ 中信電機株式会社 河上 博義 カワカミ ヒロヨシ 大和紙器（株）

中村 洋一郎 ナカムラ ヨウイチロウ 日本電気株式会社 向井 哲郎 ムカイ テツロウ 株式会社大林組

松元 誠一朗 マツモト セイイチロウ 太平洋セメント株式会社 塩津 晋也 シオツ シンヤ 武田薬品工業株式会社

志賀 弘史 シガ ヒロフミ 鹿島建設株式会社 古林 秀一 コバヤシ シュウイチ 三井物産株式会社

田中 雄三 タナカ ユウゾウ 株式会社アダチ 安部 大 アベ タケシ 株式会社ヴァレオジャパン

菊地 大悟 キクチ ダイゴ 株式会社ウィルオブ・ワーク 山田 之博 ヤマダ ユキヒロ 株式会社はとバス

相澤 直哉 アイザワ ナオヤ 株式会社キーエンス 馬場 敬　〇 ババ タカシ アコーディア

田中 貴 タナカ タカシ 首都圏新都市鉄道株式会社 八藤 博　〇 ハットウ ヒロシ ライフアップ(株)

宮原 佑一朗 ミヤハラ ユウイチロウ 東京海上日動メディカルサービス株式会社 永田 東吾　〇 ナガタ トウゴ 株式会社アスキーシステム

船津 祐太 フナツ ユウタ 株式会社タイミー 中泉 満 ナカイズミ ミツル 旭化成アミダス

長崎 耕欣 ナガサキ コウキ 鹿島建設株式会社 松浦 裕介 マツウラ ユウスケ 大和ハウス工業株式会社

吉岡 栄徴 ヨシオカ マサズミ 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 八木 勇乃輔 ヤギ ユウノスケ イオン株式会社

小島 一馬 コジマ カズマ 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 関口 真 セキグチ マコト 有限会社関口フーズ

鴻池 宗躍 コウノイケ トシオ 株式会社シグマクシス 奥山 昌宏 オクヤマ アキヒロ 株式会社ナカノフドー建設

蜂谷 大棋 ハチヤ ダイキ トライ総合（有） 金子 鎌士 カネコ ケンジ 有限会社カネコデザイン

岩澤 伸明 イワサワ ノブアキ 有限会社アートシャッター 鳰川 浩二 ニオカワ コウジ 株式会社ネットランド

村田 穣 ムラタ ユタカ 東芝キヤリア株式会社 杉山 耕一郎 スギヤマ コウイチロウ 千葉県まちづくり公社

宇津 佳亮 ウツ ケイスケ 株式会社ニフコ 村松 鋭士 ムラマツ サトシ TFS&SPIRAL社会保険労務士事務所

高橋 洋 タカハシ ヒロシ 株式会社NTTDATA 野田 好史 ノダ ヨシフミ 東成建設株式会社

上谷 泰高 ウエタニ ヤスタカ 鹿島建設株式会社 吉永 裕之 ヨシナガ ヒロユキ 株式会社モルテン

三本木 晃 サンボンギ ヒカル 楽天株式会社 川合 一郎　〇 カワイ イチロウ 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

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課す場合がある。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．大会受付で知らされた時間に所定の場所へ集合すること。スタート時間に遅れた場合はペナルティまたは失格となる。

※〇印は男性シニア、☆印は女性

9 8:03 9

10 8:10 10

7 7:42 7
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1 7:00 1

2 7:07 2

ＰＧＳ全日本ビジネスゴルファーズ選手権2021
関東Ｅ

【2021年3月6日(土)　千葉よみうりカントリークラブ】

No.
OUT

スタート時間
IN

No.


