
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

伊藤　浩樹 イトウ　ヒロキ 日立システムズフィールドサービス ― 鈴木　真一 スズキ　シンイチ エムティーアンドエス 白河国際カントリークラブ

小見　康雄 コミ　ヤスオ 日本精工 ― 安田　大樹 ヤスダ　ダイキ 公務員 ―

佐藤　拓也 サトウ　タクヤ 自営業 ― 深津　正喜 フカツ　マサキ 飛鳥交通第二 ―

横田　忠雄 ヨコタ　タダオ ルーティーンコーポレーション 鹿沼カントリー俱楽部 古張　知己 コバリ　トモミ タカラスタンダード関東工場 芳賀カントリークラブ

渡邉　　温 ワタナベ　スナオ 丸木グループ 大洗GC 折笠　勝美 オリカサ　カツミ 自営業 ―

稲沢　宏之 イナザワ　ヒロユキ 自営業 ― 原　　淑雄 ハラ　ヨシオ 旭ダイヤモンド工業 ―

長崎　　均 ナガサキ　ヒトシ 日本工営 ― ― ― ― ―

笹倉　正則 ササクラ　マサノリ 双日プラネット 千葉夷隅ゴルフクラブ 寺田　一実 テラダ　カズミ ますみや 矢板カントリークラブ

髙橋　　毅 タカハシ　ツヨシ センコー ― 茂貫　太郎 モヌキ　タロウ キャロウェイゴルフ 阿見ゴルフクラブ

当間　庸樹 トウマ　ツネキ 菊地商事 ― 須藤　拓人 ストウ　ヒロト 自営業 ―

木﨑　亮太 キザキ　リョウタ キャロウェイゴルフ ― 高瀬　清美 タカセ　キヨミ 環境整備高崎センター 赤城国際カントリークラブ

田中　　淳 タナカ　ジュン 東誠工業 鹿沼カントリー俱楽部 神原　崇裕 カンバラ　タカヒロ 中村土建 ―

飯田　雅則 イイダ　マサノリ 富士通フロンテック ― 守屋　貴浩 モリヤ　タカヒロ EY新日本有限責任監査法人 大厚木カントリークラブ

持田　哲哉 モチダ　テツヤ 群産 赤城国際カントリークラブ 大塚　邦彦 オオツカ　クニヒコ 加賀ソルネット 東京五日市カントリークラブ

小林　且雄 コバヤシ　カツオ K2-BOX ― 宇佐美　彩 ウサミ　アヤ 自営業 ―

河野　真一 カワノ　シンイチ 国土交通省 レインボーヒルズCC 下野 今日子 シモノ　キョウコ 太平洋クラブ ―

高崎　朋樹 タカザキ　トモキ 加賀電子 長太郎カントリークラブ 仁部　武士 ニベ　タケシ インラビングメモリー ―

星　　真平 ホシ　シンペイ 升屋商店 ― 西　　祐宜 ニシ　ヒロノブ フローリック カントリークラブ　ザ・レイクス

青木　光晴 アオキ　ミツハル いわき大王製紙 ― 三本木　晃 サンボンギ　ヒカル 楽天 ―

内田　淳一 ウチダ　ジュンイチ NTTアドバンステクノロジ 大厚木カントリークラブ 青柳　　剛 アオヤギ　ゴウ 加賀電子 茨城ゴルフ倶楽部

河崎 賢一郎 カワサキ　ケンイチロウ 加賀電子 ― 松山　　聖 マツヤマ　アキラ NTT東日本 ―

吉田 壮一郎 ヨシダ　ソウイチロウ 向日葵工事企画 さいたまゴルフクラブ 高橋　慎一 タカハシ　シンイチ アスリブ 春日井カントリー

安田　光治 ヤスダ　ミツハル スタッフサービス ― 金本　淳哲 カネモト　アツノリ 自営業 ―

斎藤　真人 サイトウ　マサト ヤマト運輸 メローウッド 中川　勇人 ナカガワ　ハヤト 加賀電子 ―

井上 裕太郎 イノウエ　ユウタロウ 加賀電子 ― 藁谷　和一 ワラガイ　カズジ 重量藁谷組 千葉よみうり

木下　輝洋 キノシタ　テルヒロ WANO東京センター セゴビアゴルフ イン チヨダ 富田　　実 トミタ　ミノル 丸関運輸 ゴールデンレイクスカントリークラブ

崔　　洋国 チェ　ヤング DTMSPORTS ― 尾崎 美喜夫 オザキ　ミキオ 自営 水戸グリーンｃｃ

大塚　隆之 オオツカ　タカユキ 大塚農園 イーストウッドカントリークラブ 岡部　博史 オカベ　ヒロシ 住友ファーマ ―

宮本　浩和 ミヤモト　ヒロカズ フジクラ電装 ― 三浦　健一 ミウラ　ケンイチ 幸和義肢研究所 ―

松田　　哲 マツダ　テツ 日の出設備 ― 藤野　篤志 フジノ　アツシ アルビオン ―

土屋 いくみ ツチヤ　イクミ 加賀電子 ― 横須賀 可典 ヨコスカ　ヨシノリ NTT東日本-関信越 ―

高橋　亜由 タカハシ　アユ 公務員 イーストウッドカントリークラブ 小林　大介 コバヤシ　ダイスケ 大和ハウス工業 ―

小川　恭伸 オガワ　ヤスノブ コオガ企画 PGM総成ゴルフクラブ 竹友　　慶 タケトモ　ケイ KDDI 万木城カントリー

萬屋　志朗 ヨロズヤ　シロウ フリーランス ― 日下部 智広 クサカベ　トモヒロ キヤノン ―

井上　博貴 イノウエ　ヒロキ 八王子ゴルフ ― 榊原　　豊 サカキバラ　ユタカ ファイザー ―

村井　英友 ムライ　ヒデトモ LIXIL セゴビアゴルフインチヨダ 須崎　将大 スザキ　ショウタ ブラックロックジャパン ―

西川　文悟 ニシカワ　ブンゴ 自営業 ― 河上　和也 カワカミ　カズヤ スリーボンド ―

関口　直樹 セキグチ　ナオキ 東亜興業 ― 信田　久智 ノブタ　ヒサトシ エイチケイサービス ―

永田　由紀 ナガタ　ユキ 自営業 ― 黒川　義雄 クロカワ　ヨシオ 自営業 サンヒルズカントリークラブ

久松　礼子 ヒサマツ　レイコ 自営業 ― 安藤 龍之介 アンドウ　タツノスケ 山英総業 ―

有賀　喜彦 アリガ　ヨシヒコ 一条工務店 ローレルバレイカントリークラブ 中川　　悠 ナカガワ　ユウ アマゾンウェブサービスジャパン ―

飯塚　裕二 イイツカ　ユウジ 医療法人慈厚会 ゴルフ倶楽部セブンレイクス 石井　　明 イシイ　アキラ フライ・プランニング グレンオークス

遠藤 富士夫 エンドウ　フジオ 東急パワーサプライ ― 川村　勇貴 カワムラ　ユウキ K-Farm ―

百田　桂一 モモダ　ケイイチ ワコム ― 西原　　元 ニシハラ　ハジメ 自営業 セントラルGC

千丸　慎矢 チマル　シンヤ NTTデータ ―

田島　成寿 タジマ　ナルトシ コスモ技研 武蔵松山カントリークラブ

高須　剛司 タカス　ゴウシ 京写 ―

― ― ― ―

7 9:10 7

8 9:17 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。
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11 9:38 11

12 9:45 12

5 8:56 5

6 9:03 6

8:42 3

4 8:49 4

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2023
関東D予選

【2023年2月24日(金) イーストウッドカントリークラブ】

No.
スタート

時間 No.

INOUT

1 8:28 1

2 8:35 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！


