
■ＯＵＴ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

東　　紘平 神奈川 馬目　時宗 成田 ※土志田安司 中津川 本間　淳一 境川

（Shibuya8929） 2.4 （自営） 3.3 （木かげ茶屋） 5.6 （自営） 8.5

※風間　智行 小田原 野村　卓洋 平塚富士見 ※澳原　広明 浦和 永井　　聡 JGA

（ケイズ） 1.8 （スコアネット） 3 （ライフアップ） 5 （キャロウェイゴルフ） 7.6

※佐久間　玲 湘南 ※竹内　浩典 富士小山 鈴木　　薫 東京国際 濱出　　亨 浦和

（湘南カントリークラブ） 1.5 （SCR-JAPAN） 3 （アイディーケイ） 4.3 （自営） 7.1

※鹿島　康裕 相模原 ※田村　康一 大厚木 小池　　勉 東名厚木 松井　　明 マンデー

（コトブキハム） 2.6 （イングリシュ・エクスプレス） 3.5 （ハウジングセンター） 6 （巴山興業）

※安藤　英俊 東名 井出　耕平 JGA 小高　　拓 JGA ※橋本　昭夫 小田原

（安藤薬品） 2.7 （Estate Porter） 3.9 （グローバルゴルフメディアグループ） 6.1 （国立印刷局） 8

草野　広宗 香取 津葉井慎弥 富里 小林　希望 新玉村 守屋　克則 中津川

（自営） +0.1 （東京税関） 3 （Interior Shop 彩） 4.3 （モリサービス） 6.9

石川　誠剛 箱根 出浦　　功 オリムピック 有馬　哲平 小樽 小野田　聡 平塚富士見

（相模原南病院） 1 （出浦商事） 3 （C4C） 4.8 （ユアーズ） 7

杉山　倫久 平塚富士見 末金　成俊 宍戸ヒルズ 岡田　誠彦 JGA 北村　重道 マンデー

（杉山商事） 1 （REALEYES） 3 （自営） 4.3 （自営）

■INスタート

帰山　雄輔 総武 榎本　雄文 多摩 ※金子　泰雄 横浜 山口　　剛 相模野

（創建企画） 1.7 （自営） 3 （ヨコハマデンタルクリニック） 5.5 （不二ビューティ） 7.8

※天野　仙志 ロイヤルスター 尾西　博樹 三島 松谷　英樹 太平洋 ※八木　一郎 富士篭坂36

（タイチマシナリー） 2.8 （オイレス工業） 3.1 （ランド） 4.5 （ファンクショット） 8

猪股　英昭 平塚富士見 ※萩野　邦宏 皐月 ※横浜　　忍 JGA 市川　兆治 マンデー

（丸正運輸） 2 （自営） 4 （FEA） 6.5 （横浜市立大学附属病院）

川底慎一郎 太平洋 ※大沼　貴史 鎌倉 ※安藤　浩司 東名 ※松田　正明 横浜

（たのひら） 2.6 （ホームステージ横浜） 3 （安藤薬品） 6.1 （プランニングファクトリー蔵） 9

横内　応佳 境川 廣田　剛士 葉山国際 ※伊澤喜久男 東千葉 ※池内　裕啓 大厚木

（ＯＫＳ） 1.2 （ジーネットシステム） 3 （ガゼル） 4 （フリップアップ） 7

貞廣　祐孝 東名 松井　　崇 南総 中山　貴行 JGA 谷口　　徹 大相模

（山越ライフエナジー） 2 （城北学園） 3.7 （Your Caddy.） 4.4 （谷口みのる商店） 7.3

原　　克宣 富士レイクサイド 山田　　徹 シャトレーゼヴィンテージ 義見　康介 東名厚木 若杉　聡吾 多治見

（KYM） 2 （山田整形外科リハビリテーションクリニック） 3.2 （みずほ不動産販売） 4 （未来技術研究所） 7

落合　盛公 太平洋 細谷　祐生 鹿島の杜 三上　光彦 富士箱根 三屋　　努 マンデー

（協和不動産販売） 2.4 （ゴルフダイジェスト・オンライン） 3.3 （建築設計室みかみ） 5.7 （船舶企業　）

別府　弘章 JGA 饒田　剛央 東京国際 後藤　　建 神奈川 千野正二郎 オリムピックナショナル

（DGO） 2.5 （相信） 3.5 （自営） 5.8 （レボコミュニティ） 9
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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：7/２、５、６

※はシニアクラス選択者。
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主　催：スポーツニッポン新聞社

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　神奈川会場
開催日：令和3年7月7日（水）

会　場：大箱根カントリークラブ

8:00

2 8:07

8:143

5

8 8:49

6 8:35

7 8:42

1 8:00

8 8:49

8:28

6 8:35

7 8:42


