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江口　信二 大博多 中原創一郎 JGA 馬飼野浩之 竜ケ崎 大道　俊平 奈良柳生

（ＥＸＳＩＮ） +1 （ブリヂストンスポーツ） 2 （ＪＲＡ） 3.5 （自営） 4

増本　有作 大宝塚 田中　　勤 松山シーサイド 金田　崇宏 筑波 鷺　　一成 太平洋

（SMBC日興証券） +2.9 （ランクアップジャパン） 0 （新栄観光） 0.9 （プレミアムゴルフ倶楽部） 0.2

三上陽二郎 滝野 北山健太郎 ラインヒル 白石　哲也 太平洋 田中　繁行 センチュリーシガ

（つるやゴルフ） +1 （センコー） 1 （ニューアート　クレイジー） 0.7 （ライラック） 1.1

◎豊島　　豊 東千葉 鏑城　俊介 札幌リージェント 松田　直也 山陽 笠嶋　直樹 メイプルヒルズ

（ツーリッチ） +3 （鏑城石材建築） +1.4 （ハウス食品） 0 （三笠） +2

◎吉田壮一郎 さいたま 乾　　裕樹 有馬ロイヤル 関　　茂生 岡部チサン 山形兼一郎 洲本

（向日葵工事企画） +2 （クルーズ） 3.4 （ププルインターナショナル） 0.9 （自営） 4.1

◎髙野　　隆 鷹之台 村上　　誠 信楽 渡部　美和 鹿野山 南川　史雄 岸和田

（三井住友銀行） 1.2 （エムテック） 3 （TRY） +2 （牧主都市開発） 0

◎中村　鎌大 太平洋 永野　雄亮 かずさ 赤井　尚登 北海道 榧木　賀隆 美加ノ原

（HOTTERS　24） +0.9 （ヨネックス） 3 （日胆ブロック） 1.8 （カヤキ） 3

◎田中　勇人 伏尾 竹原　洋行 横浜 蛯名　和明 小樽 竹本　　貴 城陽
（ケイアイエステート） 0 （自営） 0 （ＡＢフーズ） 1 （自営） 4.7

◎水上　晃男 鷹之台 鎌田宗一郎 マンデー 加納　秀益 PGM石岡 岡本　忠司 大津

（イーパック） +3 （自営） （AIコンサルタント） 4.7 （大倉開発） 3

吉田　邦章 北海道 中跡　朝臣 富士宮 石塚　祥成 福岡雷山 光本　信也 きさいち

（みすず調剤薬局） 5.9 （小芝八幡宮） +1 （センコー） 0 （フタバ興業） 2.9

白金　満明 岡部チサン 浜野　哲行 信楽 山本　禎士 仙台 本庄　政哉 龍ヶ崎

（自営） 5 （浜野運送） 4 （YST） 1.9 （康貿易商事） 2

髙野　健汰 阪奈 谷口　幸大 岡部チサン 萩野　成宣 大垣 松並　　良 秦野

（センコー） 0 （谷口コンサルティングサービス） 2 （自営） 1 （鹿島建設） 1.3
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酒井　光生 琴平 船橋　数晃 岡部チサン 山崎　皓平 三木 中嶌　　豊 札幌

（自営） 1 （エコウィズ） 2.8 （三井不動産レジデンシャル） 7 （THE　SUN　GOLF） 2.6

眞田　惣太 松永 堀　　信義 片山津 片山　貴由 ロイヤルスター 田中　雅登 奈良国際
（メディアテック一心） 1 （パティオ） 1.2 （週末ドットコム） 0.9 （プラム） 1.9

藤田　政嗣 ロイヤルスター 木全　　優 宍戸ヒルズ 前田　祐樹 交野 安田　勇二 三甲谷汲コース

（自営） 4.6 （三菱商事） 2.7 （前田組） 0.5 （サマーホーム） 1

◎平本　達哉 相模原 下江　　弘 JFE瀬戸内海 水島　孝昌 奈良若草 水谷　友哉 スリーレイクス

（アルバトロス） 3.7 （サイドウェイ） 2 （ミズシマ） 0 （新和土建） 3

◎石口　勝治 神有 平本　晃一 春日台 赤塚　成斗 JGA 関谷　健夫 岐阜関

（石口不動産） +2 （自営） 8 （ブリヂストン） 2.2 （愛知学院大学） +0.3

◎安福　　智 オレンジシガ 竹添　大晃 ブリックアンドウッド 関　　夕介 あさひが丘 村田　靖司 ザ・カントリークラブ

（コンポジットテクノ） 0 （自営） 3.3 （サンメイト美装） 1 （村田建設） +1

◎奥松　良太 joyx 森　　芳勝 大博多 高橋　利哉 姉ヶ崎 小泉　洋平 富士市原
（夢前水上ゴルフセンター） 1 （ワールドトラスト） 4 （ファイナンシャルアライアンス） 1.2 （JOYエンタープライズ） 2

◎辻田　晴也 泉佐野 畠山　真一 信楽 松原　　亨 房総 尾西　博樹 三島
（スポーツ医学発信所） 1.8 （畠山建築事務所） 2 （東京海上日動火災保険） 2.2 （オイレス工業） 3.1

◎大島　　勝 岡部チサン 池田　浩史 鳴沢 西浦　克至 阿騎野 大同　一輝 ベアズパウジャパン

（東商テクノ） 1 （マザーブレイン） 1.6 （関西ハウジング） 6 （ルーツゴルフ） 3

中村　寛亮 鈴鹿 横尾　厚志 大多喜城 清水　英紀 ＪＯＹＸ上月 衣笠　洋司 八王子

（伊坂屋） 2 （北海ボーリング） 2.9 （自営） 0 （城南コーポレーション） 1.6

髙橋　賢次 北海道 多田　一紀 阿騎野 横江　泰司 琴平 渡邊　文弥 JGA
（トヨタ自動車北海道） 0.9 （佐藤薬品工業） 1 （自営） 1 （JTB） 2.5

黒澤　　光 星野リゾートメローウッド 木部　正己 サザンクロス 堀口　典弘 ライオンズ 長岡　元樹 RAYSUM
（HKゴルフファクトリー） 2 （木部林） +1.5 （ホリセイ） 2 （P&G） 4

内閣総理大臣杯
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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。◎は全国大会シード選手・推薦選手
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会　場：相模原ゴルフクラブ西コース
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