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組 スタート 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ

澤田　和伸 ツキサップ ※高金　明典 北海道 伊藤　　聡 真駒内 加藤　　理 札幌リージェント

（東日本ネオ） 1.9 （函館五稜郭病院） 3.5 （双建工業） 5.8 （ソニー生命保険） 9.2

小此木　元 札幌南 海野　洋一 静ヒルズ ※菱沼　哲彦 阿寒 星　　英典 石坂

（三協興産） 1.9 （ベストビルド） 3.5 （菱沼商店） 5.6 （インティメイト） 9

※戸澤　康人 恵庭 野田　好史 早来 池田　武史 ヴィレッジ東軽井沢 神戸　　敦 鎌ヶ谷

（戸澤商事） 1.8 （東成建設） 3.1 （中部徳洲会病院） 4.4 （KMP） 8

竹谷　正義 札幌 土井　敬介 クラーク ※大久保　訓 総武 西尾　浩介 スウェーデンヒルズ

（ライフ） 1 （ザサンゴルフ） 3 （大久保商事） 5 （ウエステイル） 8

※松ヶ崎真秀 札幌 稲村　隆浩 セゴビア 菅野　　峻 帯広 須賀　　徹 グレート旭川

（マイクデンタルオフィス） 1 （すばる建設） 2.9 （ライフケアサービス） 4.6 （グレート旭川カントリー倶楽部） 7.2

髙橋　賢次 北海道 衡田　大希 旭川 長山　　亮 帯広白樺 加納　信治 帯広

（トヨタ自動車北海道） 0.9 （ネクストモーニング） 2.8 （ほっかいどう） 4.5 （帯広ゴルフ場） 7

永　　直人 伊達 秋野　一浩 ちとせインター 脇坂　道洋 千歳空港 鈴木　　修 阿寒

（ホートク） +0.5 （B.A Ltd） 2.4 （スマイルボックス） 3.7 （ハローパッケージ） 5.9

森木　章年 札幌国際 石黒　文継 札幌南 永　　大作 伊達 ※佐々木弘毅 シャムロック

（フォーツリー） +0.8 （ローザ札幌支店） 2.3 （日鉄スラグ製品） 3.8 （SKコーポレーション） 5.9

鏑城　俊介 札幌リージェント 阿部　　浩 伊達 山口　秀明 平塚富士見 横田　俊夫 札幌ベイ

（鏑城石材建築） +1.4 （テツゲン） 2.1 （ハートフルステージ） 7 （アイアールイー電設） 8

高橋　伸英 エムアール茨戸 中嶌　　豊 クラーク 池田　和寿 有馬ロイヤル 髙江　一王 恵庭

（日弘ヒーティング） 0.3 （THE　SUN　GOLF） 2.6 （セルバ） 5.1 （サンゴルフ） 6.5

■INスタート

成松光一郎 大厚木 水口　正志 恵庭 ※佐藤　耕治 ニセコ＆リゾート 小笠原一弘 ザ・ノース

（ユニティー） 2 （マネジメント・アカデミー） 3.5 （蘭越町教育委員会） 5.8 （大長増田商店） 9.6

渡邊　慎弥 小野 増田　圭介 ザ・ノース 重山　　勝 湘南シーサイド ※小野寺勝之 クラーク

（北条土地建物建物） 1.9 （大長食品） 3.7 （湘南冷熱） 5.8 （満龍） 9.3

赤井　尚登 北海道 後藤　肇克 札幌国際 ※尾崎幸一郎 水戸 渡邉富士雄 湘南シーサイド

（日胆ブロック） 1.8 （ジョンソン・エンド・ジョンソン） 3.4 （アペックス） 5.4 （フジアート） 8.7

福田　正平 セゴビア ※米田　光雄 新千歳 広瀬　俊浩 真駒内 唐　　思健 ニドムクラシック

（クリディエンス） 1.8 （よねた歯科クリニック） 3.1 （エイト工事） 5.2 （中田泌尿器科病院） 8.4

藤田　正義 桂ヶ丘 大石　好宏 阿寒 石井　　聡 府中 伊藤　睦之 ハッピーバレー

（OKU） 1 （三ﾂ輪運輸） 3 （インディメイト） 4.7 （札幌循環器病院） 8

蛯名　和明 小樽 工藤大之進 リージェント 加納　秀益 PGM石岡 石岡　秀貴 大沼国際

（ＡＢフーズ） 1 （るんるん） 3 （AIコンサルタント） 4.7 （石岡組） 7.2

小宅　睦夫 恵庭 春木　　崇 ツキサップ 菊地統一郎 滝の ※土肥　聡一 札幌国際

（MK） 0.2 （アンサー） 2.6 （ろくじゅう） 4.4 （土肥商店） 6.4

千種　信介 千歳空港 寺崎　裕昭 札幌ベイ 中村　　誠 真駒内 ※冨田　隆司 クラーク

（プルデンシャル生命保険） 0 （サントラスト） 2.6 （中村兄弟商会） 4.3 （とみたメロンハウス） 6

小林　敏明 ザ・ノース 水島　伸一 北海道 中嶌　　嵐 JGA 根本　幸範 水戸

（サンドルフィン） 0 （マルシン水島組） 2.5 （嵐商事） 3.8 （自営） 6.7

山中　将次 PGM石岡 浅原卓二郎 札樽 岩崎　正晃 三木よかわ 吉田　邦章 北海道

（ホットサイン） 0.7 （クリーンアップ・サービス） 2.7 （自営） 6.2 （みすず調剤薬局） 5.9
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主　催：スポーツニッポン新聞社
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内閣総理大臣杯
第52回日本社会人ゴルフ選手権　北海道決勝大会
兼　第16回北海道社会人ゴルフ選手権　【変更版】

開催日：令和3年7月1日（木）
会　場：クラークカントリークラブ
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組み合わせは欠席などにより変更になる場合がある。

練習ラウンド：各自コースに予約

※はシニアクラス選択者。
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