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東　　紘平 神奈川 ※田村　康一 大厚木 ※平方　　彰 伊香保国際 待合　勇史 平塚富士見
（Shibuya8929） 2.4 （イングリシュ・エクスプレス） 3.5 （日本ｅスポーツ連合） 5 （アドバン） 6.3

原　　克宣 富士レイクサイド ※鈴木正一郎 龍ヶ崎 佐藤　充利 成田ハイツリー 岩崎　哲也 鳩山
（KYM） 2 （鈴木鉄興） 4.2 （佐藤商事） 5.3 （メディカルインキュベーションシステム） 9.3

柿岡　啓介 麻倉 安田　康輔 ジャパンクラシック ※定山　　清 ザ・竜ケ崎 石川　悠太 マンデー
（オーブリーインベストメント） 2 （ＲＣトラスト） 3 （定山鋼材） 5.5 （ADKマーケティング・ソリューションズ）

下庄　桂司 成田 松井　　崇 南総 舟橋　史郎 富士平原 ※新庄　和彦 マンデー
（自営） 1 （城北学園） 3.7 （育の会） 6 （新庄和彦税理士事務所）

金田　崇宏 筑波 重藤　亮一 セントラル 山田　真吾 太平洋 尾崎　博之 総武
（新栄観光） 0.9 （ジージーウェーバー） 2 （ワイエム） 4.2 （自営） 7
植竹　　大 猿島 諸島　秀典 総武 後藤　　建 神奈川 井手健一朗 千葉よみうり

（大侑塗装） 2.4 （自営） 3.5 （自営） 5.8 （プロケット） 9.2
※佐々木康夫 鶴舞 饒田　剛央 東京国際 ※矢ヶ崎隆夫 ギャツビー 村田元太郎 ひととのや

（ステアーズ建設） 2 （相信） 3.5 （TYレジェンド） 5.5 （サービスナウジャパン） 9
小澤　隆弘 ゴールド栃木プレジデント 竹澤　功泰 大日向 ※野村　幸晴 東京よみうり ※安丸　敏美 マンデー

（ピーウォッシュ） 2.9 （伸好舎） 3.7 （コーセーカンパニー） 5 （フィリップモリスジャパン）

篠原　裕明 習志野 ※中本　　光 小田原 堂川　真一 太平洋 小坂　直人 キャスコ花葉
（メジャー） 1.7 （ジープレイス） 3.1 （フォーシーシー） 6 （プログレス） 8.1
樋口　丈洋 オリムピックナショナル ※盛永　哲也 取手桜が丘 佐藤　聖児 宍戸ヒルズ ※橋本　昭夫 小田原

（新電元メカトロニクス） 1.6 （ピーシーブレイン） 3.7 （大成建設） 5.2 （国立印刷局） 8
岩下　泰佳 オリムピックレイク 加藤　靖司 鎌ヶ谷 浦谷　　明 東千葉 稲岡　伸一 戸塚
（西濃運輸） 1.2 （丸藤産業） 3.1 （自営） 6.1 （自営） 8

※那須　久治 加茂 広瀬　　裕 戸塚 飯田　悠也 宍戸ヒルズ ※川原　和哉 府中
（東京ガス） 2 （自営） 3 （ドイツ証券） 4.8 （カワハラ） 7

※信岡　史将 成田 ※早水　保貴 アスレチックガーデン 有馬　哲平 小樽 本間　健人 山田
（エビスノブクリニック） 1 （アクトソリューション） 3 （C4C） 4.8 （アイワ） 7.6

本庄　政哉 龍ヶ崎 永野　雄亮 かずさ 菅原　　稔 中津川 眞藤　健一 カレドニアン
（康貿易商事） 2 （ヨネックス） 3 （菅原医院） 4.6 （ブルーアセットホールディングス） 7.5

田村　祐樹 太平洋 ※大内田慎一郎 JGA 渡邉　信明 キャスコ花葉 妹尾　正巳 ワンウェイ
（FedEx） +1.3 （塚エンタープライズ） 3 （ライブツアー） 7 （コーセー） 8.9

谷繁　元信 府中 横尾　厚志 大多喜城 鈴木　　薫 東京国際 高野　　通 マンデー
（M.T） +1 （北海ボーリング） 2.9 （アイディーケイ） 4.3 （東京ガス）

草野　広宗 香取 榎本　雄文 多摩 ※小林　且雄 鴻巣 市川　兆治 マンデー
（自営） +0.1 （自営） 3 （K2-BOX） 4.5 （横浜市立大学附属病院）

三原　洋介 霞台 石田　貴弘 富士チサン ※石井　孝司 東松山 亀野　啓佑 マンデー
（鹿島建設） 2.4 （佐川急便） 4 （商工葬祭） 4.6 （hachidori）
林　久仁彦 オリムピックナショナル 佐藤　竜司 江戸崎 井上　康広 湯田上 小辻　道彦 マンデー
（第一開発） 2.5 （都築電気） 4 （輝匠） 6.7 （Tokyo2nd）
丹野　隆幸 小田原 高橋　洋平 オリムピック 松本　真輔 富里 保竹　純一 マンデー

（ネッツトヨタ神奈川） 2 （アート建装） 4 （自営） 7 （ドクターハウス）
岡　　正典 オリムピック 本橋　修一 霞ヶ関 ※堀之内佳武 サンコー７２ 横山　京平 マンデー

（MKK） 1 （日本アニメーション） 5.8 （エース・システム・エンジニアリング） 6.4 （トヨタカローラ神奈川）
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小林　隆寿 紫 ※市原　澄彦 イーグルポイント 荒川　慶量 京葉 酒巻　栄太 JGA
（DugOut） 2 （エージェントスミス） 3.7 （アプトセレモニー） 4.4 （BRIXIT） 6.7
片山　貴由 ロイヤルスター 大久保　学 太平洋 佐々木政一 PGMマリアリンクス 宮間　啓勝 マンデー

（週末ドットコム） 0.9 （自営） 4.3 （グランメゾン） 6.6 （栗林運輸）
川崎　　純 ニドムクラシック 風巻　成行 JGA ※佐藤　文友 成田ハイツリー 岩田　和広 小田原松田
（マイク） 2.9 （イーグルスゴルフ練習場） 4.2 （グッド・ジョブ） 6.6 （イワソ―） 8

※田辺　昌彦 岡部チサン 大塚　一徳 花生 早坂　宏幸 鹿沼 ※一色　良秋 マンデー
（平成都市技研） 2.9 （オーティーエス） 4.3 （幸成工業） 7 （富士フイルムビジネスイノベーションジャパン）

亀山　　強 茨城 吉田康次郎 ロイヤルスター 津村　竜浩 日高 野原　英世 マンデー
（C4C） 2.3 （k2） 3.7 （竜王） 6.6 （自営）

新井　大輝 鹿沼72 小山　明宏 麻倉 高村　和央 富士箱根 高須　剛司 JGA
（藤井産業） 2.8 （彩峰） 3.7 （米久） 6 （京写） 9.6
増淵　欣弥 セゴビア 碓氷　青潮 クイーンズヒル ※河村　英明 房総 ※内山　景志 秦野
（増渕運輸） 2 （博報堂） 3.8 （日起） 6 （第一三共ケミカルファーマ） 9.3

※當麻　正貴 浦和 中里　匡良 大相模 山口　道元 太平洋 井上　達也 茨城
（自営） 2 （グランディーホーム） 3.6 （エルスタイル） 5.9 （プロパティ） 7.1

※中上　浩三 浜野 入江健太郎 千葉 清水　隆史 イーグルポイント 濱出　　亨 浦和
（エイコー社） 2.1 （不二電興社） 3.5 （リアルヴィンテージ） 5.4 （自営） 7.1
※大辻　孝司 宍戸ヒルズ 茂貫　太郎 阿見 村田　全功 栃木ヶ丘 吉岡　和彦 カレドニアン

（オーアンドオー） 2 （キャロウェイゴルフ） 3.4 （三幸建設工業） 5.3 （北総農産） 8.2
菊地　一郎 塩原 松田　考平 総武 玉木　田秀 さいたま ※鈴木　　修 富士

（菊地鉄光工業） 1.8 （HRDLabo） 3.4 （GMG八王子ゴルフ場） 5.3 （ミサキ） 8.1
佐々木　賢 JGA 乙藤　貴弘 JGA 寒河江義則 中山 河合　元浩 オリムピック
（Ksgolfy） 0.8 （乙藤公認会計士事務所） 3.1 （鹿島建設） 5 （クイック・ロック・ジャパン） 8
山田　俊明 鹿沼 湯山　賢祐 JGA 高木　　歩 ブルックアンドウッド 皆藤慎太郎 フレンドシップ

（自営） 1 （IBJ） 3 （コクア） 4.9 （浅井企画） 8
※前田　正雄 岡部チサン 廣田　剛士 葉山国際 長谷川雄幸 姉ヶ崎 小室　　誠 鳩山

（自営） 1 （ジーネットシステム） 3 （自営） 4.8 （長崎歯科） 7.1
※小野寺智夫 府中 臼井　正人 清川 ※藤田　祐司 皐月 目黒　健太 富士市原

（自営） 0.5 （ウスイ建装） 3.1 （セブンクリエイト） 4.5 （ktmsealing） 8.3
石毛　　誠 南摩城 末金　成俊 宍戸ヒルズ 松谷　英樹 太平洋 森田　佳和 千葉

（スーパースポーツゼビオ） 0.6 （REALEYES） 3 （ランド） 4.5 （山崎外科内科） 7.1
田中　克幸 鎌ヶ谷 ※鈴木　理功 大熱海国際 網代　栄一 鶴舞 北御門雅人 JGA
（オフオン） 1.1 （アフレックス） 3 （日陸） 4.6 （ＶＯＬＡＮＴＥ） 7.2

※谷沢　正一 桜 大崎　将行 宍戸ヒルズ ※富田　　実 ゴールデンレイクス 田野　弘幸 マンデー
（谷沢商事） 2.6 （マーケット・リスク・アドバイザリー） 4.1 （丸関運輸） 6.7 （キャロウェイゴルフ）
入江　精二 宍戸ヒルズ 岩坪　勝幸 JGA 平井　浩史 嵐山 鎌田宗一郎 マンデー

（インレット総合開発） 2.7 （自営） 4.2 （太陽金網） 6.7 （自営）
※天野　仙志 ロイヤルスター ※伊澤喜久男 東千葉 宇野澤孝次 上武 外山 雄一郎 マンデー

（タイチマシナリー） 2.8 （ガゼル） 4 （グリーンワーク） 7 （日本ビジネスシステムズ）

富田　光洋 JGA 三村　和伸 東京国際空港 光信　直長 富士 池田　　俊 JGA
（チェックメイト） 2.9 （三村硝子店） 5 （自営） 5.4 （大和証券） 8
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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　　リベンジマッチ
開催日：令和3年8月26日（木）
会　場：富里ゴルフ倶楽部
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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：8/20、23、24

・※はシニアクラス選択者。
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