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鷺　　一成 太平洋 ※塩谷　孝光 メイプルポイント ※伊藤　栄輔 上武 釣部　雅義 マンデー

（プレミアムゴルフ倶楽部） 0.2 （アース・ビルド・プランニング） 4.1 （丸紅エネルギー） 5.1 （千代田）

勝田　兵吉 イーグルポイント 青野　栄一 横浜 ※山内　一馬 オリンピックナショナル ※吉岡　和摩 マンデー

（エコリムジン東京） 0.8 （グリーンフィルド） 5 （東京清掃一部事務組合） 8 （レスポンス）

石井　啓太 JGA ※後藤　正弘 スプリングフィルズ 河合　元浩 オリムピック 今村　忠裕 マンデー

（KMG） 2.4 （スプリングフィルズゴルフクラブ） 4.6 （クイック・ロック・ジャパン） 8 （インターステラ）

山本　明宏 麻倉 平井　裕晃 高坂 ※大野　裕史 岡部チサン 丸山　　元 マンデー

（LCRホールディングス） 2.1 （太陽金網） 4.4 （プレッソ） 7 （自営）

小池良太郎 JGA ※石井　孝司 東松山 ※川原　和哉 府中 林　　祐次 マンデー

（よみうりランド） 2.1 （商工葬祭） 4.6 （カワハラ） 7 （デル・テクノロジーズ）

松本　正人 浦和 吉川　太郎 石坂 ※平澤　　浩 サンヒルズ 山崎　武史 マンデー

（自営） 2 （TOKO-Group） 3.9 （平屋） 6.5 （みそうパートナーズ）

※北牧　裕幸 長岡 ※安藤敬一郎 鳩山 海老根隆広 オリムピックレイクつぶらだ 大倉　久幸 マンデー

（キューブ） 1.3 （K＆Yホールディングス） 3.6 （ダイヤモンドクラフト） 6.4 （自営）

猿山　隆二 八王子 ※安藤　　弘 富士宮 山下　富生 阿見 田中　伸明 横浜

（壱國屋） 2 （ネクスト） 3.7 （Purora） 6.1 （自営） 9.5

※髙原　伸之 土浦 助川　昌弘 扶桑 渡邊　毅晴 南総 ※荻田　和宏 姉ケ崎

（のぞみデンタルクリニック） 0.9 （助川工務店） 3.2 （WATANABE） 7.1 （自営） 9.2

小川　恭伸 南総 ※河野　淳一 鷹の台 ※山野　純也　 立野クラシック 鷲山　大輔 イーグルレイク

（自営） 2.9 （ＣＪＫホールディングス） 3 （邦美印刷） 5.2 （アースファクトリー） 9

高山　知晃 千葉 ※坪井　浩一 相模原 ※古屋　　淳 オークヒルズ 吉田　勝美 飯能くすの樹

（浜名ピアノ工房） 0 （田名バーディーゴルフ） 3 （富士フイルムビジネスイノベーション） 5.4 （吉田設計室） 8.7

※小林　賢司 飯能グリーン 田嶋康次郎 六甲 ※野村　幸晴 東京よみうり 倉持　　佳 成田

（ロア・ジャパン） 0 （朝日放送テレビ） 3.1 （コーセーカンパニー） 5 （倉持会計） 8.6

丹野　隆幸 小田原 伊藤　嘉盛 麻倉 清水　隆史 イーグルポイント 池谷　美樹 姉ヶ崎

（ネッツトヨタ神奈川） 2 （トグル） 3.9 （リアルヴィンテージ） 5.4 （みなと赤十字病院） 9.9

坂中　　亨 JGA 寺澤　喜一 JGA 中沢　裕貴 総武 金沢　栄治 昭和の森
（ウィンズゴルフステーション新座） 1.3 （桂花酒楼） 3.5 （市川東病院） 8.7 （アイ歯科医院） 9.9

梶谷　卓矢 鷹 渡邉　泰広 メイプルポイント 相馬　智人 イーグルポイント 外山雄一郎 マンデー

（インプレス） 1.9 （自営） 5 （相馬水産） 6 （日本ビジネスシステムズ）
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※黒田　隆雅 東京国際 ※岡田　裕幸 メイプルポイント 中原　　英 あさひヶ丘 小池　勝也 マンデー

（光栄） 2 （北野建設） 5 （ガレージナカハラ） 8.2 （フローレ２１）

青山　一広 大栄 菅原　　学 猿島 皆藤慎太郎 フレンドシップ ※内藤　俊也 マンデー

（ディライト・ワン） 3 （日幸電設） 5 （浅井企画） 8 （ナイトウシューズ）

小澤　　友 JGA ※谷口　修一 カレドニアン 前山　正隆 富士小山 星野　啓介 マンデー

（メトログリーン東陽町） 2.8 （マチュア） 5 （SBF） 8 （積水ハウス）

木全　　優 宍戸ヒルズ ※榎本　　盛 富士市原 細谷　　源 相模 河合　一磨 マンデー

（三菱商事） 2.7 （エノックス） 4.2 （ヴィジョン） 7.7 （KODANSHA）

※本間　條久 麻倉 木屋　嘉章 都 ※渡會　公士 川越 深田　敬一 マンデー

（デューク） 2.6 （YMF） 4.6 （リテールマーケティングワン） 7 （ロングウェル・ジャパン）

※山菅　利彦 イーグルポイント 西村　貴之 川越 山崎　一成 高根 廣瀬　弘典 マンデー

（エージェント・スミス） 3 （ティー・エヌ・シー） 5 （櫟工業） 7.4 （MYDS）

※岡　　時彦 浦和 小松　尚久 大厚木 ※長谷川義晴 筑波 島村　康明 マンデー

（DSR） 2 （ATP） 4 （角萬） 6.9 （自営）

※瀬戸　信昭 鷹之台 ※松尾　勝人 鎌ヶ谷 菊地健太郎 大宮国際 山下　洋史 マンデー

（日本ヴォーグ社） 2 （アイワークス） 4 （自営） 6.8 （キーサイト・テクノロジー）

※加瀬　博章 大利根 入江健太郎 千葉 本橋　修一 霞ヶ関 ※熊谷　純一 総武

（ワイエムエコフューチャー） 1 （不二電興社） 3.5 （日本アニメーション） 5.8 （東樹苑） 9.8

関　　夕介 あさひが丘 鈴木　秀幸 塩原 玉木　田秀 さいたま ※佛本　達信 マンデー

（サンメイト美装） 1 （鈴木産業） 3.3 （GMG八王子ゴルフ場） 5.3 （ルック）

柳澤　賢仁 嵐山 ※河野　真一 千葉桜の里 ※林　　靖浩 武蔵 角田　　舜 マンデー

（自営） 0.7 （国土交通省） 3.7 （林木材） 5.8 （日本ビジネスシステムズ）

安田　康輔 ジャパンクラシック 坂本　　徹 六甲 ※飯田　能士 飯能くすのき ※黒岩　範夫 マンデー

（ＲＣトラスト） 3 （サカモテック） 3.7 （ヒロメディカル） 5.1 （自営）

高橋　利哉 姉ヶ崎 諸島　秀典 総武 髙本　大士 六甲 松本　　篤 東松山

（ファイナンシャルアライアンス） 1.2 （自営） 3.5 （ハウスネットワーク） 5.1 （自営） 8.9

木下　光学 北六甲 臼井　正人 清川 庄野　潤一 セントラル 金子　　准 マンデー

（ジョンホーム） 1.6 （ウスイ建装） 3.1 （DCTWorks） 5.4 （STゴルフシステムズ）

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：練習ラウンド：7/15、16

※はシニアクラス選択者。
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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　東京会場
開催日：令和3年7月20日（火）
会　場：小金井カントリー倶楽部
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