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鷺　　一成 太平洋 箕山　　理 成田 *吉永　　賢 レインボーヒルズ 坂本　国弘 ワンウェイ
（プレミアムゴルフ倶楽部） 0.2 （自営） 3.4 （Y.V.H.） 6.2 （プレミアム） 9.6

村越　元彰 宍戸ヒルズ 加藤　靖司 鎌ヶ谷 五十嵐俊一 京 竹下　秀夫 太平洋
（excors） 1.4 （丸藤産業） 3 （開発エンジニアリング） 6 （Ｂ３） 9.2

大矢　　誠 ザ・クイーンズヒル *野妻　秋美 鹿沼 平井　浩史 嵐山 大高　秀一 新千葉
（旭製薬） 2 （野妻建設） 3 （太陽金網） 5.7 （船橋屋） 9

中原創一郎 JGA *盛永　哲也 取手桜が丘 菅原　　学 猿島 若杉　聡吾 多治見
（ブリヂストンスポーツ） 1.5 （ピーシー・ブレイン） 3 （日幸電設） 6 （未来技術研究所） 9

相馬　義孝 塩原 下庄　桂司 成田 *定山　　清 ザ・竜ケ崎 *新庄　和彦 彩の森
（たかはら森林組合） 1.2 （自営） 3 （定山鋼材） 5.5 （新庄和彦税理士事務所） 8.7

草野　広宗 JGA *梅山　明久 伊香保国際 今井　　悟 ザ・竜ケ崎 川村　直也 東松苑
（自営） 1.1 （長栄開発） 3 （自営） 5.4 （ニッセイ商工） 7.9

塩田美樹子 葉山国際 *雨宮　　寛 平川 本庄　政哉 鶴舞 *橋本　　要 ザ・竜ケ崎

（happy teeth） 0.3 （レインフィールド企画） 2.8 （康貿易商事） 4.7 （外装テックアメニティ） 8.1

*衣笠　洋司 八王子 丹野　隆幸 小田原 大崎　将行 宍戸ヒルズ *松田　五成 セベバレステロス

（城南コーポレーション） 1.5 （ネッツトヨタ神奈川） 2.5 （マーケット・リスク・アドバイザリー） 4.6 （富士電機） 7.6

金田　崇宏 筑波 *浅野　博司 浦和 荒川　慶量 京葉 浪井　之雄 土浦
（オンリーワン） 0 （自営） 2.6 （アプトセレモニー） 4.4 （城北信用金庫） 7.5

山口　祐介 鎌ヶ谷 東　　紘平 神奈川 金澤　雅之 宍戸ヒルズ 浜島　貴一 玉造
（マイホームズ） +1 （Shibuya8929） 2.4 （友部軌道工業） 4.5 （貴鵬） 7.4

山口林太郎 鴻巣 佐藤　竜司 江戸崎 北御門雅人 JGA *浅賀　信幸 マンデー特別推薦

（ジュピターテレコム） 2 （都築電気） 4 （ＶＯＬＡＮＴＥ） 6.3 （毎日新聞社） -

*岡　　時彦 浦和 細谷　和則 宍戸ヒルズ *小野　和男 スカイウェイ 田代　健治 皐月 
（ディーエスアール） 2 （みどり環境） 4 （昭産建設） 6.3 （トラストワン） 7.6

*當麻　正貴 浦和 茂貫　太郎 阿見 島貫　竜一 都 *岩坪　勝幸 マンデー特別推薦

（自営） 2 （キャロウェイゴルフ） 4 （富士通ゼネラル） 6.4 （岩坪タクシー） -
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村上　雄太 南総 布川　義久 袖ヶ浦 大久保　学 太平洋 岡田　慎一 マンデー特別推薦

（池袋クリニック） 1.3 （布川産業） 4 （自営） 5.6 （岡田税理士事務所） -

*出浦　　功 オリムピック 村田　全功 栃木ヶ丘 仲森　良樹 千葉夷隅 金田　清司 マンデー特別推薦

（出浦商事） 2 （三幸建設工業） 3.8 （仲森電気管理事務所） 6.8 （自営） -

柿岡　啓介 麻倉 小池希吏人 宍戸ヒルズ *齋木　敏明 スカイウェイ 栗山　賢一 マンデー特別推薦

（オーブリーインベストメント） 2 （アルファ・デザイン） 3.8 （千葉交通） 6.1 （自営） -

*長尾福治郎 成田 藤平　康法 皐月 木村　　仁 千葉 *田中　裕司 マンデー特別推薦

（セントラルメディアサービス） 1.9 （フィットハウス） 3.7 （自営） 5 （グリーンライン） -

*瀬戸　信昭 鷹之台 網代　栄一 鶴舞 持田　哲哉 伊香保 岡田　和也 マンデー特別推薦

（日本ヴォーグ社） 1 （日陸） 3.7 （群産） 6 （千葉交通） -

山野　貴之 鷹之台 入江　精二 宍戸ヒルズ *大村　明彦 京 八木勇乃輔 マンデー特別推薦

（自営） 1.7 （インレット総合開発） 3.6 （フタバ） 6 （イオンフォレスト） -

谷口　英樹 宍戸ヒルズ *河野　淳一 鷹之台 *富田　　実 GOLF5かさまフォレスト 眞藤　健一 カレドニアン

（アイデック） 1.9 （CJKホールディングス） 3 （丸関運輸） 5 （ＫＳＧ） 7.9

篠原　裕明 習志野 佐々木康夫 鶴舞 清水　治長 オリムピック 皆藤慎太郎 フレンドシップ

（メジャー） 1 （ステアーズ建設） 3 （ロジックジャパン） 5 （浅井企画） 8

広島慎太郎 鹿沼 村井　忠行 カレドニアン *黄原　鐵夫 麻倉 *船波　禎輔 ユニオンエース

（和の中） 1 （自営） 3 （ココハウス） 6 （自営） 8

中山　和昭 大洗 *池田　　靖 総武 佐藤　充利 成田ハイツリー 田島　興太 マンデー特別推薦

（中山恒産） 0.8 （伊藤忠商事） 3 （佐藤商事） 4.9 （キッズステーション　フレンズ） -

中野　秀昭 宍戸ヒルズ *櫨山　　茂 埼玉国際 松本　真輔 富里 大島　貴雄 マンデー特別推薦

（関東ホームサービス） 2.3 （NECファシリティーズ） 4 （ACT） 6.7 （雄貴） -

小松崎　博 東筑波 *北村　和秋 長岡 小泉　洋平 富士市原 吉良　　啓 マンデー特別推薦

（博大運送） 2.4 （エヌ・システム） 3 （JOYエンタープライズ） 4.3 （雄貴） -
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第51回日本社会人ゴルフ選手権
内閣総理大臣杯

関東予選　【茨城会場】

4 8:21

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：龍ヶ崎カントリー倶楽部

開催日：令和2年7月14日（火）
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