
野原　英世 大島　　勉 高橋　　秀 金子　亜貴 江川　　純 大久保　信 木村　道雄 工藤　耕一

自営 三菱地所コミュニティ ケン・スタッフ ぴっちょうね 自営 自営 ファイン アバント

小山　幸雄 山崎　武史 鎌田宗一郎 稲口　拓哉 山下　洋史 田中　富夫 島村　康明 折笠　勝美

赤星食品 みそうパートナーズ 宗 静清 キーサイト・テクノロジー タナデン 自営 SKY PLUS ONE

亀野　啓佑 山田　剛正 波多野　昇 間中　崇道 石川　悠太 上杉　一哲 谷田　勝己 小野　光弘

hachidori アルファ・デザイン 芝浦システムコンサルティング マナカ商事 ADKマーケティング・ソリューションズ 自営 宝泉　 グラファイトデザイン

飯泉　知也 廣瀬　弘典 金子　政明 夏目　俊也 林　　祐次 磯川　康司 牛木　　博 外山雄一郎

ソワン MYDS スキップビート アウトシャイン デル・テクノロジーズ ドコデモドア 自営 日本ビジネスシステムズ

名嘉　晋作 渡辺　利克 永井　　明 加賀　善勝 葛西　正利 田井能淳男 三屋　　努 黒岩　範夫

ダンス　ムーン TWK ローザ アイティープラス アクトコーポレーション みずほ銀行 船舶企業　 自営

田村　辰夫 中山　由一 加藤　正紀 田沼　貴彦 安丸　敏美 西村　賢治 岡本　信行 厚海　辰也

自営 ジェイファスト エーオンジャパン フジヤティアンドティサービス フィリップモリスジャパン レインボー ホクト・エンジニアリング ふぁっけらふぃんほんず

永井　勇美 古川　照憲 保竹　純一 太田　僚平 板野　右志 吉井　重治 淡輪　一仁 金子　　准

医療法人ケアクル 南林ハウジング ドクターハウス 加賀スポーツ ハンツマン・ジャパン 吉井電気管理事務所 はこねフローリスト STゴルフシステムズ

天村　公祐 塘　　勝哉 霜村　正延 古泉　新助 岡村　仁彦 後藤　幸生 柳原　大輝 栄森　孝之

VSN 湘和建設 三越伊勢丹 自営 出光興産 相模CC WIN WIN Properties Japan 自営

後藤　則男 尾形　栄治 今村　忠裕 倉橋　正和 泉水　克彦 藤田　大海 齊藤　達一 田口大二郎

オフィス後藤 O・E・C インターステラ 自営 DanceBizSENSUI 藤田大海建築設計事務所 達’OBC Do next

米澤　秀治 田中　　順 新井　裕太 前原　　進 髙塩　一則 佐藤　大輔 西村　　茂 下元　敬通

ブレインズ 自営 東鉄工業 ニュー山王ホテル スパンクリート タニタ イイダ 自営

稲　　弘樹 渡邊　裕貴 吉岡　和摩 岡崎　恭司 岡田　慎一 神山　　伸 伊藤　誠一 松澤　　寛

東急トランセ JR東日本 レスポンス trs 岡田税理士事務所 リクシル 小林建業 エムテック

井上　太介 塩島　正隆 渡邉　龍治 角田　　舜 井上　義勝 大城　吉弘 渡名喜紹一 北條　健司

三菱UFJファイナンシャル・グループ 双葉製機製作所 ST 日本ビジネスシステムズ ニースコーポレーション 大城介護福祉 トナキ 北條税務会計事務所

鈴木　純平 島崎　　勇 弘光　利之 久和礼二郎 新庄　和彦 一色　良秋 加藤　健治 藤本　卓士

ハマテック セーブ ロジマックス Kuwa staff 新庄和彦税理士事務所 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 富士カプセル 藤本土木サービス

畠山　　宏 伊藤　　博 佐藤　賢雄 小島　邦生 板橋　伸明 森　　勝雄 高橋　俊太 北村　重道

それいゆ食堂 三共サービス 太陽 クオレシア イタバシ工業 ファストブレイク エイベックス 自営

横山　京平 丸山　　元 北　慎二郎 鈴木　俊征 南　　秀一 牧村　　稔 平石　浩三 小林　豊明

トヨタカローラ神奈川 自営 東芝テック A.I カキヌマライン シックアレンジメント エーオンジャパン 小林保険事務所

似内　行男 佐藤　善和 舟山　雅人 松井　　明 植田　浩樹 畠山　英俊 清澤　　淳 佛本　達信

自営 日立ソリューションズ・クリエイト 三共商事 巴山興業 SMB建材 アプリコット アビックスコーポレーション ルック

16 9:31 16 9:31

※組み合わせは欠席などにより変更になる場合がある。

14 9:15 14 9:15

15 9:23 15 9:23

12 8:59 12 8:59

13 9:07 13 9:07

10 8:43 10 8:43

11 8:51 11 8:51

8 8:27 8 8:27

9 8:35 9 8:35

6 8:11 6 8:11

7 8:19 7 8:19

4 7:55 4 7:55

5 8:03 5 8:03

2 7:39 2 7:39

3 7:47 3 7:47

　　主　催：スポーツニッポン新聞社

Ａブロック（北→西） Ｂブロック（西→東）

1 7:31 1 7:31

　　会　場：久邇カントリークラブ

内閣総理大臣杯

第52回日本社会人ゴルフ選手権

関東マンデートーナメント埼玉会場
　　開催日：令和3年6月7日（月）


