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紺谷　三大 大洗 ※徳山　　隆 総武 安藤　博徳 平川 石川　悠太 マンデー

（BofA証券） 3 （NOWON） 5.1 （安藤建設） 8 （ADKマーケティング・ソリューションズ）

佐藤　充浩 姉ヶ崎 ※松村　滋基 PGMマリアリンクス 山田　汐莉 JGA 北　慎二郎 マンデー

（東急リバブル） 2.3 （エイメック） 3.4 （ヤマダ） 7.9 （東芝テック）

横須賀可典 希望丘 ※清宮　正博 鷹之台 箕野　博之 JGA 塩島　正隆 マンデー

（ＮTT東日本） 1.9 （サンプロジェクト） 6 （KPMGコンサルティング） 7.8 （双葉製機製作所）

金キョンジャ 富士チサン ※宮　　健一 千葉 門野　　誠 御殿場 秋山　保幸 マンデー

（自営） 1.7 （ミヤミート） 6 （ソニーマーケティング） 7.3 （あきくりいえと）

袖山　哲朗 茨城 ※藤田　祐司 皐月 浦澤　　豊 鷹之台 亀野　啓佑 マンデー

（ドーム） 1.4 （セブンクリエイト） 4.5 （自営） 7 （hachidori）

※秋保　宏之 オーク・ヒルズ 石田　貴弘 富士チサン 藤原　謙二 鶴舞 野原　英世 マンデー

（損害保険ジャパン） 3 （佐川急便） 4 （生命保険） 6.9 （自営）

横尾　厚志 大多喜城 山口　道元 太平洋 西川　正樹 南総 ※安丸　敏美 マンデー

（北海ボーリング） 2.9 （エルスタイル） 5.9 （ユニバーサルエレクトロニクス） 6.8 （フィリップモリスジャパン）

※小野寺　智夫 府中 坂本　良之 江戸崎 田中　雄三 PGM石岡 後藤　勇二 平塚富士見

（自営） 0.5 （共同印刷） 3.5 （アダチ） 6.7 （日進工具） 9

谷繁　元信 府中 松田　考平 総武 ※川井龍太郎 鎌ヶ谷 ※藤井　庸史 東京湾

（M.T） +1 （HRD Labo） 3.4 （アールケイアセット） 6.7 （グランメゾン） 9

渡部　美和 鹿野山 竹添　大晃 ブリックアンドウッド 吉松　　朋 厚木国際 ※半田　健二 ホロン

（TRY） +2 （自営） 3.3 （楽天） 6.4 （光輝） 9

※那須　久治 加茂 原　　雄二 富士平原 内堀　翔伍 宍戸ヒルズ 奥村　祥国 真名

（東京ガス） 2 （ジーレックス） 5 （トヨタL&F千葉） 6.3 （サイボウデジタル） 9

竹内　規晃 東京国際 高木　　歩 ブルックアンドウッド 寺尾聖一郎 真名 鎌田宗一郎 マンデー

（NTTデータSMS） 0.9 （コクア） 4.9 （リレーションズ） 8 （自営）

石毛　慎吾 鶴舞 有田　孝司 姉ヶ崎 梅原　和典 南摩城 瀧口　　匡 マンデー

（石毛） 3 （Orange Business Services Japan） 5.2 （梅原総合会計事務所） 8.3 （WERU Investment）
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片山　貴由 ロイヤルスター 高阪　嘉久 鶴舞 ※金子　博幸 メイフラワー ※武田　和大 霞ヶ関

（週末ドットコム） 0.9 （自営） 5.4 （国重ライティング） 8 （大和会　西毛病院） 9.8

鵜澤　篤人 JGA ※安藤　秀二 浜野 ※川﨑　　朗 富貴 田沼　貴彦 マンデー

（サスケ） 0.4 （人事院歯科診療所） 5.6 （防衛省職員生活協同組合） 8 （フジヤティアンドティサービス）

川崎　　純 ニドムクラシックコース ※繁田　　勝 鴻巣 ※橋本　博康 御殿場 村上　武男 マンデー

（マイク） 2.9 （シゲタコーポレーション） 5 （イトーキ） 7.5 （上園工務店）

相澤　直哉 JGA 今西　義和 東名厚木 高橋　賢吉 多摩 福井　秀明 マンデー

（キーエンス） 1.7 （ジャパンビバレッジ） 3.2 （自営） 7.3 （マルフク工業）

山下　明史 富士チサン 飯田　悠也 宍戸ヒルズ ※奥村　裕一 御殿場 保竹　純一 マンデー

（静清） 1 （ドイツ証券） 4.8 （中田建材） 7.2 （ドクターハウス）

大原　俊弘 グレンオークス 遠藤　大介 川越 ※徳永　聖也 千葉 天村　公祐 マンデー

（日本都市） 1.4 （大成建設） 4.4 （自営） 7 （VSN）

※山岸　邦幸 鷹之台 大塚　一徳 花生 八木勇乃輔 ザ・竜ヶ崎 井手健一朗 千葉よみうり

（東邦シャーリング） 1.3 （オーティーエス） 4.3 （イオン） 7 （プロケット） 9.2

小島　翔太 JGA 山田　真吾 太平洋 ※有田　博之 JGA 増田　光利 マンデー

（三井住友海上火災保険） 1.3 （ワイエム） 4.2 （わらべや日洋） 7 （神葉港運　）

田村　祐樹 太平洋 伊東　勝也 鶴舞 ※榎本　貴伸 JGA 田野　弘幸 マンデー

（FedEx） +1.3 （マルイ） 4 （日本板硝子ビルディングプロダクツ） 8.8 （キャロウェイゴルフ）

榎本　　剛 東名厚木 丸山　将弘 サニー ※菊池　正彦 ブリックアンドウッド ※國井　　隆 マンデー

（エーザイ） 1 （大成ロテック） 4 （NBMプランニング） 6.9 （オフィス921）

長井　陽一 袖ヶ浦 曽根　正昭 御殿場 勝俣　徳士 ロイヤルスター 河合　　達 大多喜城

（ながい歯科クリニック） 1.6 （日本トータル・システム） 3.4 （ケーズ） 6.5 （KYB） 9

松田　直也 山陽 茂貫　太郎 阿見 寺西　謙治 チェックメイト 昼田　泰平 東千葉

（ハウス食品） 0 （キャロウェイゴルフ） 3.4 （日本テレビ） 6.5 （ベントスデザインオフィス） 9

田中　　徹 JGA 待合　勇史 平塚富士見 福本陽一郎 新千葉 藤岡　正光 マンデー

（自営） 2.3 （アドバン） 6.3 （ 幸せ探求所） 7 （藤岡公認会計士事務所）

12 9:28

9:36

12 9:32

9 9:08

11 9:24

5

8 9:00

6 8:44

7 8:52

1 8:04

8 8:56

10 9:12

11 9:20

13

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　千葉会場
開催日：令和3年7月17日（土）
会　場：鶴舞カントリー倶楽部・西コース
主　催：スポーツニッポン新聞社
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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：7/10,13,14,15,16

※はシニアクラス選択者。
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