
氏名 フリガナ ハンディキャップ 所属企業 所属ゴルフ場 氏名 フリガナ ハンディキャップ 所属企業 所属ゴルフ場

平方　　彰 ヒラカ　タアキラ 5 一般社団法人　日本ｅスポーツ連合 伊香保国際Ｃ.Ｃ. 大野　隆平 オオノ　リュウヘイ 三菱商事 太平洋クラブ

下野　修照 シモノ　ノブテル 自営業 榎本　　盛 エノモト　シゲル 4.5 株式会社アルビータ 富士市原ゴルフクラブ

山野　純也 ヤマノ　ジュンヤ 5 邦美印刷株式会社 立野クラシックゴルフ倶楽部 佐野　雄司 サノ　ユウジ 1 日本分光株式会社

永瀬　哲弥 ナガセ　テツヤ 8 アコルデ歯科 東京五日市C．C 長谷川 裕一 ハセガワ　ユウイチ 株式会社YMカンパニー

岡田　尚之 オカダ　ナオユキ 5.3 三菱商事エネルギー株式会社 関　　義隆 セキ　ヨシタカ 13.4 株式会社 ワールドビルシステム 彩の森カントリー俱楽部、入間カントリー俱楽部

中村 賢一郎 ナカムラ　ケンイチロウ 16.4 豊川興業株式会社 佐野ヒルクレスト 中川　貴史 ナカガワ　タカフミ 8.4 トヨタモビリティー東京㈱ ツインレイクスカントリー倶楽部

遠藤　真人 エンドウ　マサヒト ㈱テクノビューティーサプライ 八尾　厚史 ヤオ　アツシ 東京大学

久保　正孝 クボ　マサタカ 8.3 八王子市役所 オリンピックナショナルウェスト 釣井 賢一郎 ツリイ　ケンイチロウ 7.5 西武学園文理高等学校 白水ゴルフ倶楽部

清澤　　淳 キヨサワ　アツシ 8 アビックスコーポレーション 多摩カントリー 釣部　雅義 ツリベ　マサヨシ 千代田

― ― 丸岡　孝充 マルオカ　タカミツ 株式会社アビックスコーポレーション

秋山　保幸 アキヤマ　ヤスユキ 10 あきくりいえと株式会社 富士チサンゴルフクラブ 谷　　祐太 タニ　ユウタ 株式会社GIARDINO

竹内　敬人 タケウチ　ヨシヒト 8 （株）レジデンシャルインターネット 八王子ゴルフ倶楽部 中村　広志 ナカムラ　ヒロシ 自営業

船津　祐太 フナツ　ユウタ 株式会社タイミー 大橋　武広 オオハシ　タケヒロ 4.9 イーリード株式会社 日本カントリー

松田　考平 マツダ　コウヘイ 2 株式会社HRD Labo 総武カントリー 中川 洋一郎 ナカガワ　ヨウイチロウ 5.9 株式会社　T-FINE 岡部チサン

皆川　和宏 ミナガワ　カズヒロ 11 シー・ブイ・クエスト株式会社 石坂ゴルフ俱楽部 関　　夕介 セキ　ユウスケ 株式会社サンメイト美装 あさひが丘カントリー倶楽部

野村　幸晴 ノムラ　ユキハル 5 株式会社コーセーカンパニー 東京よみうりカントリークラブ 中原　　英 ナカハラ　タカシ 6.3 ガレージナカハラ あさひヶ丘カントリークラブ

市川　兆治 イチカワ　チョウジ 横浜市立大学付属病院 深田　敬一 フカダ　ケイイチ 8 ロングウェル・ジャパン株式会社 カントリークラブ・ザ・レイクス

滝澤　正辰 タキザワ　マサトキ 株式会社M.Kプロデュース 竹下　秀夫 タケシタ　ヒデオ 株式会社B3

田中　孝尚 タナカ　タカナオ 有限会社アトリエ・デコール 大下　麻衣 オオシタ　マイ ウシオ電機（株）

泉水　　忠 センスイ　タダシ 8 株式会社日立製作所 長太郎CC 内山　汐里 ウチヤマ　シオリ 2 コスモテニスカレッヂ 東千葉CC

長谷川 主一 ハセガワ　シュイチ 6 ニシキ技研㈱ オリムピックカントリー 田中 美津大 タナカ　ミツヒロ 3 なんこう保育園 習志野カントリー

岩本 陽一郎 イワモト　ヨウイチロウ 8 日本アイ・ビー・エム株式 オリムピックカントリークラブ 服部　博史 ハットリ　ヒロシ 10.5 株式会社大日

鈴木　将範 スズキ　マサノリ 3 鈴木精工 八王子カントリークラブ 廣瀬　弘典 ヒロセ　ヒロノリ MYDS

石塚　匡史 イシヅカ　タダシ 大和木材株式会社 杉山　　圭 スギヤマ　ケイ 埼玉医科大学病院

吹上　順一 フキアゲ　ジュンイチ 株式会社スリーボンド 巴山　勝済 トモヤマ　マサヨシ 13 巴山興業株式会社 東京よみうりゴルフ俱楽部

河上　和也 カワカミ　カズヤ 6.7 株式会社スリーボンド 巴山　健一 トモヤマ　ケンイチ 5 巴山興業株式会社 よみうりゴルフ倶楽部

園田　瑠樹 ソノダ　リュウキ 株式会社スリーボンド 北御門 雅人 キタミカド　マサト 株式会社ＶＯＬＡＮＴＥ

松本　雄介 マツモト　ユウスケ 相和総合建設株式会社 桑田　真樹 クワタ　マサキ 8.5 有限会社　ライフイズアート

石井　健太 イシイ　ケンタ 4.6 フェローズ株式会社 武蔵カントリークラブ 藤田　大海 フジタ　オオミ 15 藤田大海建築設計事務所

村瀬　弘一 ムラセ　コウイチ 7 村瀬硝子株式会社 東京クラシッククラブ 石成　正人 イシナリ　マサト 大倉企業株式会社

石井　亮太 イシイ　リョウタ 株式会社石井忠商店 井上　　琢 イノウエ　タク ブリヂストンスポーツ株式会社

山下　洋史 ヤマシタ　ヨオジ キーサイト・テクノロジー 渋谷　一彦 シブヤ　カズヒコ 創建ホームズ株式会社

新宮　博文 シングウ　ヒロフミ 8.7 株式会社グリーンチップス ノーザンカントリークラブ錦ケ原ゴルフ場 村田　全功 ムラタ　マサノリ 三幸建設工業(株)

太田　　航 オオタ　ワタル 6 株式会社ソフトプランナー 東千葉カントリークラブ 安保　貴史 アボ　タカフミ 5 株式会社アクアホーム オリムピックカントリークラブ

河合　元浩 カワイ　モトヒロ 7 クイック・ロック・ジャパン株式会社 オリムピックカントリークラブ 小島　邦生 コジマ　クニオ 11 株式会社クオレシア 東名カントリークラブ

― ― ― ―

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2022
関東D予選

【2022年2月22日(火)　よみうりゴルフ俱楽部】

No. スタート時間 No.
INOUT

1 9:17 1

2 9:24 2

3 9:31 3

4 9:38 4

7 9:59 7

8 10:06 8

5 9:45 5

6 9:52 6

9 10:13 9

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。


