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原　　克宣 ハラ　カツノリ 1.5 株式会社 KYM 富士レイクサイドカントリークラブ 齊木　和紀 サイキ　カズノリ 株式会社 和興業

- - 田口 大二郎 タグチ　ダイジロウ 田口大二郎

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 村田　　穣 ムラタ　ユタカ 東芝キヤリア株式会社

渡邊　　亨 ワタナベ　トオル 8 株式会社トータル・ワークス オリムピックレイクつぶらだコース 海老澤　唯 エビサワ　ユイ 株式会社シーテック

清野　　誠 セイノ　マコト 株式会社マルセイ 川底 慎一郎 カワソコ　シンイチロウ 5.8 株式会社　たのひら 太平洋御殿場

杉山　倫久 スギヤマ　トモヒサ 1 有限会社杉山商事 平塚富士見カントリークラブ 竹倉　　敦 タケクラ　アツシ ノックス株式会社

岡田　尚之 オカダ　ヒサユキ 聖隷浜松病院 野村　卓洋 ノムラ　タカヒロ 3 株式会社スコアネット 平塚富士見カントリークラブ

田村　康一 タムラ　コウイチ 株式会社イングリシュ・エクスプレス 池田　　俊 イケダ　シュン 大和証券株式会社

吉松　　朋 ヨシマツ　トモ 6 楽天グループ株式会社 厚木国際カントリー倶楽部 武蔵　圭太 ムサシ　ケイタ 株式会社武蔵電設 平塚富士見カントリークラブ

待合　勇史 マチアイ　ユウジ 株式会社　アドバン 高木　洋二 タカギ　ヨウジ 大成有楽不動産株式会社

中村 洋一郎 ナカムラ　ヨウイチロウ 日本電気株式会社 竹下　秀夫 タケシタ　ヒデオ 8 株式会社B3 太平洋クラブ

長谷川　洋 ハセガワ　ヒロシ 大成有楽不動産株式会社 安藤　公秀 アンドウ　キミヒデ 12 株式会社安藤公秀 東松山カントリークラブ

冨永　政雄 トミナガ　マサオ 5.5 株式会社Orange 上総モナークカントリークラブ 武井　　淳 タケイ　ジュン 大明化学工業株式会社

林　　秀典 ハヤシ　ヒデノリ 7.1 株式会社 ピージーシー 佐原カントリークラブ 井上　直紀 イノウエ　ナオキ 7 有限会社 井上商事 平塚富士見カントリークラブ

増淵　欣弥 マスブチ　キンヤ 2 増渕運輸有限会社 セゴビアGC 稲葉　孝史 イナバ　タカフミ 株式会社シルスフィア会計事務所

土肥　幸児 ドヒ　コウジ 5 カガエンタープライズ 袖ヶ浦カンツリークラブ 中里　匡良 ナカザト　タダヨシ 有限会社ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾎｰﾑ

那波　敏雄 ナバ　トシオ 18 丸仲商店 日光カンツリークラブ 芦澤　雄志 アシザワ　ユウシ 三菱重工業株式会社

池上　俊哉 イケガミ　トシヤ 7 グロー工業株式会社 芙蓉カントリー倶楽部 松田　永基 マツダ　エイキ 株式会社SY 太平洋御殿場

保竹　純一 ヤスタケ　ジュンイチ ドクターハウス 一色　　浩 イツシキ ユタカ 9 東京海上日動あんしん生命 中央都留

穴見　　悟 アナミ サトル よみうりサポートアンドサービス 大月ゴルフガーデン 本村　浩二 モトムラ　コウジ 6.7 株式会社K-powers

草野　広宗 クサノ　ヒロムネ 2.1 自営業 香取カントリークラブ 臼井　正人 ウスイ　マサト 2.7 株式会社ウスイ建装 清川カントリークラブ

小楠　佳子 オグス　ヨシコ 医療法人社団新風会 佐野　　将 サノ　ショウ 10 CBRE Investment Management 姉ヶ崎カントリー俱楽部

及川　克彦 オイカワ　カツヒコ 5 有限会社 江の島ハウジング 富士小山ゴルフクラブ 栗原　聖男 クリハラ　マサオ イーブン株式会社

若杉　聡吾 ワカスギソウゴ 7 株式会社 未来技術研究所 多治見カントリークラブ 藤森 いずみ フジモリ　イズミ 10 日本放送作家協会員（脚本家） 筑波カントリークラブ

大塚　武義 オオツカ　タケヨシ 自営業 小川　晴保 オガワ　ハルヤス JTB

中田　昌宏 ナカタ　マサヒロ 6 株式会社大日商会 平塚富士見カントリークラブ 阿部　真也 アベ　シンヤ 10 ドキュサイン・ジャパン株式会社 三島カントリークラブ

安井 みちよ ヤスイ　ミチヨ 20 安井歯科医院 筑波カントリークラブ 日下部 浩寿 クサカベ　コウジュ 2 自営業 鹿沼カントリー倶楽部

仁平　隆信 ニダイラ　タカノブ 仁平内装 志渡　智宏 シド　トモヒロ 2 株式会社 秋北 平塚富士見カントリークラブ

橋爪 健太郎 ハシヅメ　ケンタロウ 株式会社一管 及川　幸泰 オイカワ　ユキヒロ 9 富士測地株式会社 日高カントリークラブ

齊藤　智一 サイトウ　トモカズ 20 住友商事株式会社 植松　一起 ウエマツ　カズオキ 8 株式会社Camino オリムピックカントリークラブ

福原　和彦 フクハラ　カズヒコ 株式会社モンジグラフィックス 川崎　　純 カワサキ　ジュン 5.3 株式会社マイク 太平洋クラブ

横尾　厚志 ヨコオ　アツシ 株式会社北海ボーリング 誠道　晴義 セイドウ　ハルヨシ 13 株式会社　マコト開発 オリムピックカントリークラブレイクつぶらだコース

渋谷　友和 シブヤ　トモカズ 8 株式会社ピーズサポート 姉ヶ崎カントリー倶楽部 大久保　浩之 オオクボ　ヒロユキ 17 株式会社 集英社 東名カントリークラブ

内山　祥也 ウチヤマ　ヨシナリ 内山急送 河内　英二 カワチ　エイジ 10 アース環境サービス株式会社 取手桜ヶ丘ゴルフクラブ

布施　政勝 フセ　マサカツ 日本郵便 株式会社 渋谷道玄坂郵便局 鹿沼カントリークラブ 森　雅弘 モリ　マサヒロ ディーアンドディーマックス

加藤　翔 カトウ　ショウ 東京消防庁 - -

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2022
関東A予選

【2022年2月4日(金)　湘南カントリークラブ】

No. スタート時間 No.

INOUT

1 8:07 1

2 8:14 2

3 8:21 3

4 8:28 4

5 8:35 5

6 8:42 6

9 9:03 9

7 8:49 7

8 8:56 8

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。


