
■ＯＵＴ（西）スタート
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

大矢　　誠 ザ・クイーンズヒル 田中美津大 アコーディア習志野 大塚　武義 JGA ※牛木　　博 マンデー

（旭製薬） 1 （なんこう保育園） 3.9 （自営） 5.3 （自営）

五十森達哉 成田 高橋　信一 平川 ※安原　正樹 サンメンバーズ 糠信　秀企 神奈川

（フルハウス） 2.7 （JBW） 4.5 （東京立正） 6 （アイオン） 9

渡邊　文弥 JGA 荒川　慶量 京葉 ※堀切　宗弘 東千葉 鈴木　信成 伊豆にらやま

（JTB） 2.5 （アプトセレモニー） 4.4 （アラウデ） 6 （トーマツ） 9

※福田　　聡 狭山 大塚　　寛 石坂 ※長谷川主一 オリムピック ※加藤　力也 東京国際

（自営） 2 （東京都交通局） 4.2 （ニシキ技研） 6 （自営） 8.8

櫻井　武志 青梅 和田　哲弥 メイプルポイント 安東　正治 おおむらさき ※高橋　　秀 太平洋

（HONEST） 2 （ウィズアップ） 4 （東京都交通局） 7.5 （ケン・スタッフ） 8.6

蔡　　政儒 JGA ※平山　康則 立川国際 仁部　武士 ディアレイク 中村　広志 八王子

（展煌産業） 1.5 （アイ企画） 4 （インラビングメモリー） 5.5 （中村法律事務所） 8

山田　俊明 鹿沼 吉川　泰央 上総モナーク ※今井　　悟 竜ケ崎 ※永瀬　哲弥 東京五日市

（自営） 1 （ファイナンシャルアライアンス） 3.9 （ウイング） 5.4 （アコルデ歯科医院） 8

小池希吏人 石坂 篠塚　猛人 東千葉 清水　　剛 ザ・レイクス 田村　　界 神奈川

（アルファデザイン） 1.1 （MAXGOLF） 4 （クラフトダイニング） 5.5 （SAKAI建設） 8

※木下　健介 狭山 ※大森　　豊 東松山 ※山本　昌夫 鷹 マンデー通過者 マンデー

（Orchid） 0 （TENNIS SUNRISE） 3.6 （一華） 5 （調整中）

関　　茂生 岡部チサン 小山　明宏 麻倉 粕谷宇一郎 千葉 ※高橋　　薫 竜ケ崎

（ププルインターナショナル） 0.9 （彩峰） 3.7 （粕谷商会） 5.2 （Tライズスチール） 7.9

羽石　有宜 栗橋国際 山本　　充 鶴舞 伴場　信吾 オリムピック 栗山　賢一 武蔵野

（LINK） 2.8 （ホームランド） 4.8 （サンヨージャパンリース） 6.1 （自営） 9

船橋　数晃 岡部チサン ※齋　　和彦 東京クラシック ※石井　稔晃 日高 木村　鉄三 袖ヶ浦

（自営） 2.8 （サイズプランニング） 4.8 （ナルミヤインターナショナル） 6.3 （翔栄） 9

杉山　　勲 ザ・ロイヤル 池田　　靖 総武 茂木　伸明 千葉 関山　良臣 東松山

（サンアロマ） 2.9 （伊藤忠商事） 4.9 （もぎ電器） 7.1 （小野建設） 9

岸　　一貴 那須 濱野　哲敬 THE RAYSUM 古屋　佳男 武蔵 木下　大悟 太平洋

（国分首都圏） 2.9 （サンピエール病院） 5 （古屋総合事務所） 7 （65ファイナンス） 9.5

※田辺　昌彦 岡部チサン 細谷　智之 千葉 ※新井　義弘 日高 井上　盛夫 東京クラシック

（平成都市技研） 2.9 （細谷智之会計事務所） 5 （イオンハウス） 6.4 （ソルトコンソーシアム） 9.8

湯澤　史典 矢板 寒河江義則 中山 井上　達也 茨城 ※中嶋　政則 セベバレステロス

（おりおんフーズ） 3 （鹿島建設） 5 （プロパティ） 7.1 （中嶋興産） 9.7

※大内田慎一郎 JGA 白金　満明 岡部チサン 小室　　誠 鳩山 ※岩本陽一郎 オリムピック

（塚エンタープライズ） 3 （自営） 5 （長崎歯科） 7.1 （日本アイ・ビー・エム） 8

・※はシニアクラス選択者。
・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：6/16、17、18

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

関東予選　【埼玉第１会場】
開催日：令和3年6月23日（水）

会 　場：狭山ゴルフ・クラブ　西・東コース
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