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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

高橋　隼人 富士箱根 栗原　英樹 東名厚木 ※上原　一憲 石坂 針ヶ谷真朝 東松山

（ビームス） 2.1 （栗原木材） 4 （城西金属工業） 5.9 （野村證券） 9

堀井　慎也 上総モナーク ※辻野　寛次 越生 村田　全功 栃木ヶ丘 ※淺澤　　聡 万木城

（リンクス） 1.1 （ビジコンネクスト） 3.1 （三幸建設工業） 5.3 （グーグル・クラウド・ジャパン） 7.9

北村　和秋 長岡 ※片岡　弘幸 上総モナーク 堂川　真一 太平洋 ※辻　　隆次 日高

（エヌ・システム） 2 （モマインターナショナル） 4.2 （フォーシーシー） 6 （エイト） 8.3

菊池　竜文 千葉 ※星野　節二 長岡 三吉　康之 大宮国際 ※高雄　　章 ノーザン錦ヶ原

（エイシン工芸） 1 （丸和商事） 3 （ジーク総合会計事務所） 6 （ファーストアンドトラスト） 7.4

※鈴木　将範 八王子 ※進藤　祥史 扶桑 加藤　了資 富士 岩田　和広 小田原松田

（鈴木精工） 2 （アートワーク） 3 （日本通運） 4.8 （イワソ―） 8

※西川幸一郎 府中 ※浅野　博司 浦和 上迫　友貴 太平洋 貝沼　信和 久邇

（自営） 0 （自営） 2.6 （モンジー） 5.2 （コーザイ） 9

佐野　知大 武蔵 ※市原　澄彦 イーグルポイント ※廣澤　幹久 湘南シーサイド 赤坂　晋介 日高

（sano-inc） 0 （エージェントスミス） 3.7 （弁護士法人廣澤法律事務所） 6 （AGCポリマー建材） 6.3

植竹　　大 猿島 大野　行史 オリムピックナショナル ※萩原　常康 平塚富士見 ※上田　和永 成田ハイツリー

（大侑塗装） 2.4 （新電元メカトロニクス） 3.4 （日産自動車） 5.1 （ハワイアンネットワーク） 6.9

岩立　勝利 松本 高安　裕太 JGA 藤田　　誠 千葉 横山　京平 マンデー
（ 千葉カントリー倶楽部） 2.5 （三菱商事） 4.3 （インクルーシブ） 5.3 （トヨタカローラ神奈川）

衣笠　洋司 八王子 竹澤　功泰 大日向 前田　和彦 東松山 浅水　直彦 マンデー

（城南コーポレーション） 1.6 （伸好舎） 3.7 （東鋼管工業） 6 （本田一）

■INスタート

村越　元彰 石坂 萬代　誠二 八王子 永田　秀行 日高 ※博山　　守 清川

（excors） 1.1 （ビー・アール・イー・マネジメント） 3 （自営） 5.9 （アートハウジング） 7.1

※島村　　敏 八王子 高橋　一誠 嵐山 熊井　茂行 鎌ケ谷 小野　光弘 マンデー

（AMIS） 2.2 （自営） 2.8 （自営） 7.5 （グラファイトデザイン）

竹馬　正広 長岡 ※塚崎　　孝 東松山 舟橋　史郎 富士平原 ※松村　滋浩 麻倉

（BORDER） 2 （イオタ） 4 （育の会） 6 （ミナトビル） 9

佐々木　賢 JGA ※盛永　哲也 取手桜が丘 大川　貴郎 長岡 ※吉田　直行 JGA

（Ks golfy） 0.8 （ピーシーブレイン） 3.7 （長岡カントリー倶楽部） 3 （西武バス） 9

重南　慶彦 君津香木原 ※梅山　明久 伊香保国際 ※霜田　邦明 嵐山 佐々木政一 PGMマリアリンクス

（Grant） 0 （長栄開発） 3 （自営） 4.4 （グランメゾン） 6.6

※石田哲次郎 上総モナーク 湯山　賢祐 JGA ※菅野　　博 中央都留 岩垂　一博 さいたま梨花

（小港興産） 1.5 （IBJ） 3 （菅野塗装工業） 5 （ピーエムエル） 8

樋口　丈洋 オリムピックナショナル ※山本　　浩 我孫子 今川　典彦 日高 ※小池　　昇 富士レイクサイド

（新電元メカトロニクス） 1.6 （ダイクレ） 3.3 （エスアンドエイ） 4.4 （自営） 8.5

牧瀬　直行 さいたま 中里　匡良 大相模 ※山田　之博 JGA ※竹本　太郎 湘南シーサイド

（牧瀬興業） 1 （グランディーホーム） 3.6 （はとバス） 5.4 （ブックマークエンタープライズ） 6.5

小林　康春 藤岡 久富正太郎 東京五日市 岡田　良介 名古屋グリーン 受井　哲男 総武
（ＪＧＭベルエアゴルフクラブ） 1 （潤徳会） 2.8 （日東工業） 5.1 （JMI） 7.9

田中　克幸 鎌ヶ谷 佐藤　聖児 宍戸ヒルズ 北御門雅人 JGA ※伊藤　　博 マンデー

（オフオン） 1.1 （大成建設） 5.2 （ＶＯＬＡＮＴＥ） 7.2 （三共サービス）
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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２会場
開催日：令和3年7月9日（金）

会　場：飯能ゴルフクラブ
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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：7/2,7

※はシニアクラス選択者。
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