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松浦　裕介 マツウラ　ユウスケ 大和ハウス工業 - 布施　政勝 フセ　マサカツ 自営 鹿沼カントリー

山本　博英 ヤマモト　ヒロヒデ 山英 取手国際 竹下　秀夫 タケシタ　ヒデオ B3 太平洋クラブ

- - - - 西岡　和昭 ニシオカ　カズアキ Juno beauty clinic グランフィールズカントリークラブ

大原　俊弘 オオハラ　トシヒロ 日本都市 グレンオークスカントリークラブ 藤平　康法 フジヒラ　ヤスノリ フィットハウス -

熊谷　　隆 クマガイ　リュウ 三友ロジスティクス ザカントリークラブジャパン 板垣　貴子 イタガキ　タカコ 梅里商事 木更津ゴルフ倶楽部

冨永　政雄 トミナガ　マサオ Orange 上総モナークカントリークラブ 押久保 真由美 オシクボ　マユミ 聖隷佐倉市民病院 -

林　　勝好 ハヤシ　カツヨシ アゾラーレ管理 キャスコ花葉CLUB 林　　秀典 ハヤシ　ヒデノリ ピージーシー 佐原カントリークラブ

佐々木 直樹 ササキ　ナオキ 大成温調 セゴビアゴルフクラブインチヨダ 長澤　正和 ナガサワ　マサカズ 株 とみ和 -

渋谷　一彦 シブヤ　カズヒコ 創建ホームズ - 井上　直紀 イノウエ　ナオキ 井上商事 平塚富士見カントリークラブ

狩野　光央 カノウ　テルオ 日本郵便 - 今村　将章 イマムラ　マサアキ 共同カイテック 千葉国際カントリークラブ

香川　正太 カガワ　ショウタ 日本化薬 姉ヶ崎CC 眞藤　健一 マフジ　ケンイチ GRIT 太平洋クラブ

大塚　宗昭 オオツカ　ムネアキ AUTO　SERVICEオオツカ - 井原　慎之 イハラ　シンジ いはらデンタルクリニック -

井出　晴夫 イデ　ハルオ 京葉銀行 - 福島　嘉満 フクシマ　ヨシミツ エイテック ニッソーカントリーグラブ

川村　直也 カワムラ　ナオヤ ニッセイ商工 東松苑ゴルフ倶楽部 石井　　明 イシイ　アキラ オッセ グレンオークスカントリークラブ

藤枝　　誠 フジエダ　マコト アセンドラーク セゴビアゴルフクラブ　イン　チヨダ 菅　　有輝 スガ　ユウキ 日本郵便 -

岡田　尚之 オカダ　ナオユキ 三菱商事エネルギー 東急セブンハンドレッドクラブ 萩原　和也 ハギワラ　カズヤ マイグラトリー -

関口　直樹 セキグチ　ナオキ 東亜工業 - 高橋　　毅 タカハシ　ツヨシ SCSK -

菅野　正明 スガノ　マサアキ サンコーテクノ スプリングフィルズゴルフクラブ - - - -

草野　広宗 クサノ　ヒロムネ 自営業 香取cc 舩越　　亘 フナコシ　ワタル PLUS -

酒巻　栄太 サカマキ　エイタ BRIXIT 真名カントリークラブ 西村　　卓 ニシムラ　タク トータルマネージメントサポート 真名カントリークラブ

飯島　英樹 イイジマ　ヒデキ 成田エアポートテクノ 成田東カントリークラブ 伊藤　隆茂 イトウ　タカシゲ 自営業 -

木村　道雄 キムラ　ミチオ ファイン - 丹野　隆幸 タンノ　タカユキ ウエインズトヨタ神奈川 -

土屋　隆志 ツチヤ　タカシ 岩渕薬品 東千葉カントリークラブ 松川　直純 マツカワ　ナオズミ まつかわ歯科医院 白帆カントリークラブ

佐久間 勝広 サクマ　マサヒロ 佐久間商店 - 太田　祐史 オオタ　ユウジ テックビジネスサービス -

- - - - 渡辺　憲久 ワタナベ　ノリヒサ 自営業 -

内山　汐里 ウチヤマ　シオリ コスモテニスカレッヂ 東千葉CC 高梨　祐次 タカナシ　ユウジ ラボテック 宍戸ヒルズカントリークラブ

片岡　律子 カタオカ　リツコ 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 - 武藤　圭介 ムトウ　ケイスケ 東光電気工事 宍戸ヒルズカントリー

北山　　茂 キタヤマ　シゲル タイレイ住宅 川越カントリークラブ 橋本　翔太 ハシモト　ショウタ J.C.O.S -

玉置　智浩 タマキ　チヒロ スチールホームジャパン PGM総成ゴルフクラブ 清水　健人 シミズ　ケント 桐花会　太陽の子保育園 こだまゴルフクラブ

木下　雄資 キノシタ　ユウスケ にしまごめ整体院 東京よみうりカントリークラブ - - - -

北御門 雅人 キタミカド　マサト ＶＯＬＡＮＴＥ - 高尾　万紀 タカオ　マキ 高尾設備工業 館山カントリークラブ

高橋　利哉 タカハシトシヤ ファイナンシャルアライアンス 姉ヶ崎カントリー倶楽部 星野　啓介 ホシノ　ケイスケ 積水ハウス -

明石　杉作 アカシ　スギサク ゲオ - 西田　紀雄 ニシダ　ノリオ プラスアルファ・コンサルティング -

- - - - 奥村　祥国 オクムラ　ヨシクニ サイボウデジタル -

石川　和良 イシカワ カズヨシ 双葉電子工業 千葉国際カントリークラブ 石井　啓太 イシイ　ケイタ KMG -

岸本　陽一 キシモト　ヨウイチ 千恵建総 京カントリークラブ 川島　宗太 カワシマ　ソウタ RATS -

吉田　忠司 ヨシダ　タダシ ミートップ カントリークラブ　ザ・レイクス 牧野 龍一郎 マキノ　リュウイチロウ 牧野電設工業 取手国際ゴルフクラブ

平　　大昭 タイラ　ヒロアキ スマイルクリエート - 村本　雅輝 ムラモト　マサテル AMAIRO 平川カントリークラブ

内山　祥也 ウチヤマ　ヨシナリ 内山急送 - 北條　正浩 ホウジョウ　マサヒロ 早川工業 -

鎌江　文三 カマエ　ブンゾウ ビヨンドプロパティーズ 宇和島カントリークラブ 太田　靖士 オオタ　セイジ シュテヒパルメ 東京湾カントリークラブ

PGS全日本ビジネスゴルファーズ選手権2023
関東B予選

【2023年2月7日(火)　浜野ゴルフクラブ】

No. スタート時間 No.
INOUT

1 8:35 1

2 8:42 2

3 8:49 3

4 8:56 4

5 9:03 5

6 9:10 6

9 9:31 9

7 9:17 7

8 9:24 8

10 9:38 10

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．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。


