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小田　尚樹 パインレーク 吉川　太郎 石坂 平山　浩篤 レイク相模 大村　公洋 マンデー特別推薦

（スターツアメニティー） 1.5 （TOKO-Group） 3.5 （ミス・パリ） 6 （東京都庁） -

神取　佑樹 姉ヶ崎 *松村　滋基 きみさらず *宮　　健一 千葉 荻原　昭浩 マンデー特別推薦

（renoval） 1.4 （エイメック） 3.3 （ミヤミート） 6 （明和eテック） -

松並　　良 秦野 *眞﨑　敏寛 南総 *萩原　常康 平塚富士見 横溝健一郎 浦和
（鹿島建設） 1.3 （ティーエム企画） 3.3 （日産自動車） 6 （博報堂DYメディアパートナーズ） 7

前田　智徳 鷹巣 *岡村　一八 長太郎 石渡　和城 阿見 鶴岡　武人 マンデー特別推薦

（自営） 1 （ＦＥＣおかむら） 3.2 （中央工業） 4.9 （日本通運　） -

竹原　洋行 横浜 網代　栄一 鶴舞 *繁田　　勝 鴻巣 木村　高之 館山
（大正産業） 0.4 （日陸） 3.7 （シゲタコーポレーション） 5.7 （ＮＥＫ） 9

太田　智喜 宍戸ヒルズ 沼田　茂昭 富里 *松原　伸夫 オークヒルズ 青木　真樹 JGA
（関東ホームサービス） 0.4 （タカコーホーム） 3 （ライフプラザパートナーズ） 5 （電通） 8.4

*布施　政勝 鹿沼 塚田　忠大 横浜 吉松　　朋 太平洋 榎本　貴伸 JGA
（日本郵便渋谷道元坂郵便局） 0 （三井住友銀行） 3 （楽天） 5.5 （日本板硝子ビルディングプロダクツ　） 8.3

石橋良一也 秦野 *大辻　孝司 宍戸ヒルズ 高阪　嘉久 JGA *岡野　敏幸 総武
（日本シャフト） 0 （オーアンドオー） 2.8 （自営） 5.6 （リゼムカンパニー） 7.7

吉田壮一郎 さいたま 饒田　剛央 東京国際 高橋　　聡 鴻巣 *津田　　均 JGA
（向日葵工事企画） +1 （相信） 2.8 （三愛電機） 5 （山崎） 7.8

高野　　隆 柏崎 *瀧澤　泰三 習志野 *平方　　彰 伊香保国際 内堀　翔伍 宍戸ヒルズ

（三井住友銀行） +2 （テーケーワイ） 2.7 （日本eスポーツ連合） 5 （トヨタL&F千葉） 7.6

田中　徹 JGA 川崎　　純 太平洋 間瀬　勝裕 八幡 野原　英世 マンデー特別推薦

（自営） 1.1 （マイク） 2.7 （メルクバイオファーマ） 7 （自営） -

関　　茂生 岡部チサン 小川　恭伸 南総 佐藤　充浩 姉ヶ崎 *西岡　博之 総武
（ププルインターナショナル） 0 （コオガ企画） 2.9 （東急リバブル） 5 （エイジス） 8
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小林　隆寿 東千葉 高橋　利哉 姉ヶ崎 徳山　　隆 総武 *岡本　信行 マンデー特別推薦

（電通） 0 （ジブラルタ生命保険） 3.1 （NOWON） 5.7 （ホクト・エンジニアリング） -

鵜澤　篤人 JGA 坂本　良之 江戸崎 *岡田　裕幸 メイプルポイント *永井　　勇 マンデー特別推薦

（CureApp） 2 （共同印刷） 4.5 （北野建設） 5.4 （自営） -

西山　英樹 グレンオークス 渡邉　　真 茨城 有田　孝司 姉ヶ崎 *中川　秀二 マンデー特別推薦

（エイブルホールディングス） 2 （渡邉興業） 4.2 （オレンジビジネスサービスジャパン） 6.6 （ランドバンク） -

*岡　　時彦 浦和 *市原　澄彦 イーグルポイント 西川　正樹 南総 坂上　知弥 マンデー特別推薦

（ディーエスアール） 2 （エージェントスミス） 4.1 （ユニバーサルエレクトロニクス） 6.5 （パシフィックコンサルタンツ） -

谷口　幸大 岡部チサン 津葉井慎弥 富里 久保真一郎 習志野 亀野　啓佑 マンデー特別推薦

（谷口コンサルティングサービス） 2 （東京税関成田航空貨物出張所） 4 （昭南発條製作所） 6.4 （hachidori） -

大原　俊弘 グレンオークス 米山　省吾 オーク・ヒルズ *丸山　　篤 加茂 米重　寛之 マンデー特別推薦

（日本都市） 1.6 （スマイル） 3.9 （千葉県警察） 6.2 （エビス） -

長井　陽一 袖ヶ浦 佐原　忠志 南総 高木　　歩 ブリックアンドウッド 山崎　　崇 マンデー特別推薦

（ながい歯科クリニック） 1.6 （ユーキャン） 3.7 （コクア） 6.2 （立花エレテック） -

金井　俊輔 相模湖 *鈴木　淳一 南総 浦谷　　明 東千葉 高須　剛司 マンデー特別推薦

（メープル） 1 （サンコープロジェクト） 4.5 （自営） 5.9 （京写） -

榎本　　剛 東名厚木 *山菅　利彦 イーグルポイント 樋口　隆夫 南総 本間　健人 山田
（エーザイ） 1 （エージェント・スミス） 3.1 （樋口製作所） 5.8 （アイワ） 9.3

*河野　真一 千葉桜の里 紺谷　三大 大洗 田中　雄三 石岡 石渡　貴明 館山
（海上保安庁） 0.5 （メリルリンチ日本証券） 3 （アダチ） 6.7 （松本工業） 9

田中祐太郎 GMG八王子 加藤　章嘉 東千葉 *徳永　聖也 千葉 江口　大暁 八幡
（ミズノ） 0 （青葉さわい病院） 3 （自営） 7 （国土交通省） 8

竹内　規晃 東京国際 額賀　逸朗 鷹之台 *村上　正男 花生 *有田　博之 JGA
（NTTデータSMS） 2.2 （三共商事） 3 （自営） 5.2 （わらべや日洋） 8

遠藤　大介 川越 大塚　一徳 花生 *川合　一郎 東京湾 *田沼　貴彦 マンデー特別推薦

（大成建設） 2.2 （オーティーエス） 4.6 （ゴルフダイジェスト・オンライン） 6.2 （フジヤT&Tサービス） -
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注意事項：※組み合わせは欠席などにより変更になる場合がある。*はシニア。

会　場：鶴舞カントリー倶楽部

開催日：令和2年8月1日（土）
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