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森木　章年 札幌国際 友長　　悟 アートレイク 金田　崇宏 筑波 関　　茂生 岡部チサン
（フォーツリー） +0.7 （フタバ興業） 3 （オンリーワン） 0 （ププルインターナショナル） 0

石口　勝治 神有 大島　　勝 岡部チサン 三藤　和明 泉ケ丘 *西丸　二郎 屋島
（石口不動産） 2 （東商テクノ） 3 （エムケイアドバンス） 1.6 （デコ） 4

薬師寺　輝 JGA 高野　　隆 柏崎 荒川　祐樹 ナパラ一本松 藤田　剛士 太平洋六甲
（NibLinks） 1 （三井住友銀行） +2 （ダンロップスポーツマーケティング） +0.1 （藤田食品） 3.6

◎三上陽二郎 つるや *小野　和男 スカイウェイ 辻本　淳哉 富士スタジアム 鷺　　一成 太平洋
（つるや） +0.1 （昭産建設） 6.3 （宝ハウジング） 5 （プレミアムゴルフ倶楽部） 0.2

◎増本　有作 大宝塚 小田　尚樹 パインレーク 川上　浩司 名神栗東 佐々木　賢 JGA
（SMBC日興証券） +2.6 （スターツアメニティー） 1.5 （西濃運輸） 1 （Ks Golfy） 0

◎中村　正美 大熱海国際 岩見　貴敏 北六甲 *阿部　　悟 ＪＧＡ 小池希吏人 宍戸ヒルズ
（いすゞ自動車） 0 （電通） 3 （自営） 3 （アルファ・デザイン） 3.8
*◎宮　　辰夫 習志野 辻田　晴也 泉佐野 澤田　　勉 春日井 *梅山　明久 伊香保国際 

（宮畜産） 1 （スポーツ医学発信所） 2 （澤田建築事務所） 3 （長栄開発） 3
◎仲　　晃一 宝塚 *左近　哲也 砂川国際 山野　貴之 鷹之台 石井以呂波 ＪＧＡ

（自営） 2.9 （左近商事） 3 （自営） 1.7 （朝日大学病院） 1.2
◎高田　弘司 奈良ロイヤル 横山　浩康 ローモンド 吉田壮一郎 さいたま 山﨑　幸二 レオグラード

（ホーリーターフエステート） +3 （横建土木） +1.1 （向日葵工事企画） +1 （山﨑鉄筋工業） 1
*◎中土　　靖 宝塚 鶴留　昭人 ザ・クイーンズヒル 芝田　康司 デイリー信楽 三上　光彦 富士箱根

（つるや） 1 （ＧＦＪ） 2.8 （ゴルフ工房ＳＨＩＢＡＴＡ） +1 （建築設計室みかみ） 6.6
◎田中　勇人 伏尾 樋口　丈洋 オリムピックナショナル 髙野　健汰 阪奈 竹馬　正広 長岡

（ケイアイエステート） 1 （新電元メカトロニクス） 2.5 （センコー） 0 （BORDER） 1.9
◎豊島　　豊 東千葉 篠原　裕明 習志野 岡田　直樹 志度 安福　　智 オレンジシガ
（ツーリッチ） 3 （メジャー） 1 （香川トヨタ自動車） 0 （コンポジットテクノ） 1
◎白石　哲也 相模原 佐藤　慶太 帯広白樺 大西　康司 奈良柳生 野村　卓洋 平塚富士見

（ニューアート　クレイジー） +1.4 （北見信用金庫） 0.1 （自営） 0 （スコアネット） 4
◎水上　晃男 鷹之台 野村　匡良 サンロイヤル 佐々木康夫 鶴舞 *紀伊埜本馨 泉佐野
（イーパック） +2.7 （センコー） 0 （ステアーズ建設） 3 （ケイツー） 2.2
正木　　仁 旭国際宝塚 大原　嗣政 貴志川 持田　哲哉 伊香保 佐野　知大 武蔵

（お好み鉄板がるぼ） 0 （カフェ　ニーゴ） 0 （群産） 6 （sano inc） +1
吉本　隆弘 万壽 真部幸一郎 高松グランド 川村　直也 東松苑 長谷川　雄幸 姉ヶ崎

（大阪システムサービス） 2 （多和砕石工業） +2 （ニッセイ商工） 7.9 （自営） 5.1
名守　　亮 神戸 村上　清造 デイリー信楽 土肥　宣夫 小野グランド 猿山　隆二 八王子

（ゴルフマンモス） 0 （ＳＥＩＤＯＵ） 3 （五洋産業） +0.5 （壱國屋） 2
◎石川慎一郎 オークモント 早川　直希 スリーレイクス 村越　元彰 宍戸ヒルズ 長岡　元樹 レーサム
（石川製作所） 3 （港友運輸） 2.5 （excors） 1.4 （P&G） 4

阪野　智久 新南愛知 松並　　良 秦野 *金井　篤司 嵐山 田村　隆典 茨木国際
（大翔興産） 0 （鹿島建設） 1.3 （プルデンシャル生命保険） 2 （エコライズ） 6
竹原　洋行 横浜 南　　忠大 大阪 竹中　　優 貴志川 亀山　　強 キャスコ花葉

（自営） 0.4 （南商店） 2 （紀の川運輸） 0.4 （C4C） 3.5
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谷本伊知郎 高松グランド 谷口　幸大 岡部チサン *小松　良成 ＫＯＭＡ 成松光一郎 大厚木
（谷本内科） +3 （谷口コンサルティングサービス） 2 （自営） 0 （ユニティー） 2
竹下　哲生 きさいち 田中　雅登 奈良国際 船橋　数晃 岡部チサン 沼田　光樹 杜の公園
（丸善工業） 2.4 （プラム） 1.5 （松栄工業） 2.7 （リクレイム） +1.4
浅原卓二郎 札樽 佐藤　光政 東蔵王 播戸　篤志 佐用スターリゾート 白金　満明 東松山

（クリーンアップサービス） 3 （サトックス・スポーツクラブ） 5 （ＳＰＱ） 0.1 （自営） 2.6
良川　卓也 塩原 前田　祐樹 交野 佐藤　充浩 姉ヶ崎 百武　雄介 天山

（ABC） 3.2 （前田組） 0.5 （東急リバブル） 5 （クインビーゴルフクラブ） 5
*◎山本　二朗 相模原 井上　高明 白浜 笠嶋　直樹 メイプルヒルズ 松本　真輔 富里

（日本レストランシステム） 2 （ＥＮＧ） +2 （三笠） +1 （ACT） 6.7
*◎西川幸一郎 府中 木下　輝洋 皐月　 清水　英紀 ＪＯＹＸ上月 加藤　時彦 滝野

（自営） 0 （世界原子力発電事業者協会　東京センター） 0.5 （自営） 1 （ａｔ　ｌｉｆｅ） 1
◎松田　永基 清川 *加本　秀明 徳島 *鈴木　将範 八王子 寺岡　俊宏 レイクフォレスト

（SY） +1.6 （加本商事） 3 （鈴木精工） 3 （自営） 2
◎儀保　　和 美らオーチャード *赤山　正己 大阪 横尾　厚志 大多喜城 森　　智大 高松グランド

（沖縄テレビ放送） 0.6 （赤山建鉄） +1 （北海ボーリング） 4.2 （自営） 3
◎勝田　兵吉 成田 北山健太郎 ラインヒル *衣笠　洋司 八王子 藤田　正義 桂ヶ丘

（エコリムジン東京） 0.7 （センコー） 1 （城南コーポレーション） 1.5 （OKU） 1.6
◎阪　　幸樹 天野山 水島　孝昌 奈良若草 山田　俊明 鹿沼 臼井　正人 清川
（末廣興業） 1.4 （ミズシマ） 0 （自営） 1 （ウスイ建装） 3.7

◎石塚　祥成 福岡雷山 竹澤　　瞬 盛岡ハイランド *戸澤　康人 恵庭 入江健太郎 千葉
（センコー） 0 （湘南美容歯科千葉院） 0.4 （戸澤商事） 1 （自営） 5

*◎那須　久治 加茂 *水口　敏彦 広島 松葉　晴雄 阪奈 五十森達哉 成田
（東京ガス） 1 （自営） 5 （松葉工業） 1.7 （自営） 3.4
◎都　　和馬 山の原 奥松　良太 ＪＯＸＹ上月 *高橋　　徹 有馬ロイヤル *眞﨑　敏寛 南総
（センコー） +0.1 （夢前水上ゴルフセンター） 1.3 （パサージュ） 2.5 （ティーエム企画） 3.3

◎加登　隆太 ＡＢＣ 田中祐太郎 GMG八王子 *大川　聖一 ヤマト 山本　禎士 仙台
（加登） 2 （ミズノ） 0 （大川工業） 0 （YST） 2.3

遠藤　　孝 郡山 *尾上　良明 鎌ヶ谷 小林　隆寿 東千葉 中村　　廣 花屋敷
（エスアールイー） 0.2 （尾上商事） 5.7 （電通） 0 （但馬金属工業） 1.6

*田中　正記 山陽 吉田　　量 西宮高原 *大内田慎一郎 岡部チサン *今西　弘幸 西日本セブンスリー

（自営） 0.2 （大阪フジサービス） 5.1 （塚エンタープライズ） 3 （スマイルフォーユー） 1
*小林　敏明 ザ・ノース 大矢　　誠 ザ・クイーンズヒル 髙橋　利哉 姉ヶ崎 村田　靖司 日野

（サンドルフィン） 0 （旭製薬） 2 （ジブラルタ生命保険） 3.1 （村田建設） +1
天野　貴之 ＪＧＡ *土田　恭章 藤岡 *出浦　　功 オリムピック *佐々木紀文 アルファ津田

（フリーウイング） +3.2 （土田ハウスメイク） 1 （出浦商事） 2 （佐々木重機） 4.8
松尾　文人 天山 岸田　佑典 千刈 雑賀　郁生 国木原 佐藤　竜司 江戸崎
（九州電力） 0.9 （三菱商事） +2.7 （名草） 2 （都築電気） 4
中村　鎌大 太平洋六甲 新井　将文 宮津 竹澤　功泰 大日向 袖山　哲朗 新千葉

（エニタイムフィットネス） 2.1 （栄将） 1 （伸好舎） 4.4 （ドーム） 3.1

＝第１日＝

※組み合わせは欠場などにより変更する場合がある。◎は全国大会シード選手・推薦選手、*はシニア
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開催日：令和2年10月22日（木）

第５１回日本社会人ゴルフ選手権

主　催：スポーツニッポン新聞社
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