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小張 慎一郎 コバリ　シンイチロウ 7 NTT都市開発株式会社 秋野　　海 アキノ　 カイ 自営業

小辻　道彦 コツジ　ミチヒコ 4 ジブラルタ生命 龍ヶ崎カントリー 室田　尚紀 ムロタ　ヒサノリ ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社

北出　武大 キタデ　タケヒロ 7.2 株式会社センカク 玉造ゴルフ倶楽部 遠藤　大介 エンドウ　ダイスケ 5.3 大成建設株式会社 川越カントリークラブ

山口　智之 ヤマグチ　トモユキ 株式会社拓洋 八木 勇乃輔 ヤギ　ユウノスケ 6.2 イオン株式会社 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎

牧野　　寛 マキノ　ヒロシ 6.1 牧野歯科医院 鹿沼カントリー倶楽部 高橋　拓也 タカハシ　タクヤ 9.1 富士通株式会社

有田　博之 アリタ　ヒロユキ わらべや日洋 ― ― ― ― ―

坂東　法隆 バンドウ　ノリタカ 5 しのはらプレスサービス（株） ブリックアンドウッドクラブ 渡邊　朋輝 ワタナベ　トモキ 公務員

高島　正盛 タカシマ　マサミツ 8.5 JAPC 大山 翔之介 オオヤマ　ショウノスケ 三井住友カード株式会社 高根カントリー倶楽部

森下　愛久 モリシタ　ヒデヒサ 日興ビジネスシステムズ株式会社 田中　雄三 タナカ　ユウゾウ 6 株式会社アダチ PGM石岡ゴルフ倶楽部

田野　弘幸 タノ　ヒロユキ Callaway Golf 菅野　正明 スガノ　マサアキ 6 サンコーテクノ株式会社 スプリングフィルズゴルフクラブ

安部　　大 アベ　タケシ 8 ヴァレオジャパン 松浦　裕介 マツウラ　ユウスケ 5 大和ハウス工業株式会社 長太郎カントリークラブ

政本　高宏 マサモト　タカヒロ 9 株式会社朝日広告社 長太郎カントリークラブ 岸　　一貴 キシ　カズキ 国分首都圏株式会社

坂上　知弥 サカウエ　トモヤ パシフィックコンサルタンツ株式会社 小川　彩香 オガワ　アヤカ 株式会社モアナ

中村 洋一郎 ナカムラ　ヨウイチロウ 5.7 NEC 特になし 宮澤 由紀子 ミヤザワ　ユキコ 6 東京都庁 立川国際カントリー倶楽部

藤井　大介 フジイ　ダイスケ 松戸市役所 高橋　　尚 タカハシ　ショウ 11 エスペック株式会社

長澤　正和 ナガサワ　マサカズ 10.6 株式会社 とみ和 上田　　豊 ウエダ　ユタカ エスペック株式会社

橋本　恒三 ハシモト　コウゾウ 野村證券株式会社 秋谷　　亮 アキヤ　リョウ 15 ブリッジインターナショナル株式会社 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース

粕谷　有宏 カスヤ　トモヒロ 10 株式会社プロジェクトカンパニー なし 木村　恭大 キムラ　ヤスヒロ 野村證券株式会社

馬場園 修平 ババゾノ　シュウヘイ 4 科研製薬株式会社 オリムピックカントリークラブ 加藤　幸一 カトウ　コウイチ 日本電設工業株式会社 御殿場東名ゴルフクラブ

池田　　俊 イケダ　シュン 大和証券株式会社 藤綱　利和 フジツナ　トシカズ 株式会社ナックアパレルガレージ

伊藤　義和 イトウ　ヨシカズ 株式会社メックヒューマン 鍵谷　　毅 カギタニ　ツヨシ ライフカード株式会社

西岡　博之 ニシオカ　ヒロユキ 8 エイジス 総武ＣＣ 麻生　洋平 アソウ　ヨウヘイ AGミライバライ株式会社

齋藤　正治 サイトウ　マサハル 10.2 鹿島建設株式会社 川瀬　光英 カワセ　ミツエイ 10 AGクラウドファンディング ジャパンクラシックカントリークラブ

金井　俊輔 カナイ　シュンスケ ㈱メープル ― ― ― ― ―

奥村　秀二 オクムラ　シュウジ 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 松山　　聖 マツヤマ　アキラ 10 NTT東日本 千葉よみうり

― ― ― ― ― 相澤　直哉 アイザワ　ナオヤ 1.7 キーエンス

永田 百合子 ナガタ　ユリコ 日鉄物産(株) 打越　圭介 ウチコシ　ケイスケ 1.9 （株）三幸社 日高カントリークラブ

関口　　真 セキグチ　マコト 有限会社　関口フーズ ― ― ― ― ―

永田　東吾 ナガタ　トウゴ 8 アスキーシステム株式会社 長谷川 竜平 ハセガワ　リュウヘイ アフラック生命保険

大原　一浩 オオハラ　カズヒロ キーノート　フォトニクス 竹澤　拓也 タケザワ　タクヤ 味の素株式会社

金岡　治久 カナオカ　ハルヒサ イリソ電子工業株式会社 新千葉カントリークラブ 井上　陽二 イノウエ　ヨウジ 6 日鉄ソリューションズ 姉ヶ崎カントリー倶楽部

榊原　利信 サカキバラ　トシノブ 7 生蘭学園 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 大橋 悠太郎 オオハシ　ユウタロウ 12 自営業

酒井　晶子 サカイ　アキコ 13 デロイトトーマツ税理士法人 立川国際カントリー倶楽部 藤田　祐司 フジタ　ユウジ 株式会社　セブンクリエイト

中井　惠理 ナカイ　エリ 9.5 SCSK株先会社 宍戸ヒルズカントリークラブ 高阪　嘉久 コウサカ　ヨシヒサ 8 監査法人トーマツ 鶴舞

寄元　　貴 ヨリモト　タカシ 3 Axcelead Drug Discovery Partners株式会社 南総カントリークラブ 安田　光治 ヤスダ　ミツハル 株式会社スタッフサービス

菊池　靖之 キクチ　ヤスユキ 株式会社アクティオ 吉永　裕之 ヨシナガ　ヒロユキ 株式会社モルテン

川村　直也 カワムラ　ナオヤ 6.8 ニッセイ商工株式会社 東松苑ゴルフ倶楽部 本澤　　翼 ホンザワ　ツバサ 4 千葉市 アバイディングゴルフクラブソサイエティ

関根　洋一 セキネ　ヨウイチ （株）クボタ 菊地　正和 キクチ　マサカズ 7 株式会社ダイショク 千葉国際カントリークラブ

井手 健一朗 イデ　ケンイチロウ 9 株式会社Sprocket 千葉よみうり 吉竹　敏公 ヨシタケ　トシヒロ オリックス銀行（株）

馬場　輝雄 ババ　テルオ 磯子カンツリークラブ ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― 石田　剛啓 イシダ　タカヒロ 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 南総カントリークラブ

市川　　透 イチカワ　トオル 公務員 中村　勝一 ナカムラ　カツイチ 有限会社新恵商事

鹿野　直也 カノ　ナオヤ 有限会社鹿野防水 有田　雄祐 アリタ　ユウスケ 株式会社有田製作所

林　　勝好 ハヤシ　カツヨシ 11 アゾラーレ管理株式会社 京カントリークラブ 永里　孝博 ナガサト　タカヒロ 6.6 丸三証券 千葉よみうり

外川　栄治 トガワ　タカハル ソシエテジェネラル証券 饒田　剛央 ニギタ　タカテル 株式会社　相信

田沼　貴彦 タヌマ　タカヒコ 有限会社　フジヤティアンドティサービス 千葉よみうりカントリークラブ 加島　敬行 カシマ　タカユキ 株式会社大京

鈴木　　研 スズキ　ケン （株）イーエスラボ 取手桜が丘 石成　正人 イシナリ　マサト 大倉企業株式会社

― ― ― ― ― 星　　一隆 ホシ　カズタカ 神奈川県庁

山口　寛弘 ヤマグチ　ノブヒロ ザ・パック株式会社 河合　孝浩 カワイ　タカヒロ 株式会社アドバンテッジパートナーズ 総武カントリークラブ

佐藤　尊則 サトウ　タカノリ 0.2 株式会社０１８ 金子　雅一 カネコ　マサカズ （株）カネコ

志賀　弘史 シガ　ヒロフミ 3.1 鹿島建設株式会社 秦野カントリークラブ 萩原 理彩子 ハギワラ　リサコ 2.9 土浦協同病院

木全　　優 キマタ　ユウ 2 三菱商事㈱ 宍戸ヒルズ ― ― ― ― ―

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2022
関東E予選

【2022年3月5日(土)　千葉よみうりカントリークラブ】

No. スタート時間 No.
INOUT

1 7:00 1

2 7:07 2

3 7:14 3

4 7:21 4

7 7:42 7

8 7:56 8

5 7:28 5

6 7:35 6

11 8:17 11

12 8:24 12

9

10 8:10 10

9 8:03

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．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失格。

13 8:31 13


