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長尾福治郎 成田 鷺　　一成 太平洋 ※清水健太郎 JGA 安井　健二 マンデー
（セントラルメディアサービス） 3 （プレミアムゴルフ倶楽部） 3.3 （割烹きよみず） 7.8 （野村不動産ソリューションズ）

林　　輝幸 小金井 ※鈴木　将範 八王子 池田　元之 東京国際 ※吉岡　和摩 マンデー
（野ばら商事） 3 （自営） 4 （アーツ庭園） 7.6 （Response）

※岡　　時彦 浦和 安保　貴史 オリムピック ※岡本　吉生 上総モナーク 大村　公洋 マンデー
（DSR） 2 （アクアホーム） 5 （テラモト） 7.4 （東京都庁）

重南　慶彦 君津香木原 ※野村　幸晴 東京よみうり ※岩本陽一郎 オリムピック 西村　賢治 マンデー
（Vstar） 2.9 （コーセーカンパニー） 5 （アイビーエム） 7 （レインボー）

田中　克幸 鎌ヶ谷 ※馬飼野浩之 ザ・竜ケ崎 ※谷口　修一 カレドニアン 野沢　郁弥 マンデー
（オフオン） 0.6 （ＪＲＡ） 4.6 （マチュア） 7 （自営）

榎本　　剛 東名厚木 ※仁科　雅司 都 内村　淳也 オリムピック ※田中　　順 マンデー
（エーザイ） 0.6 （ファナック） 4 （ピュアコーポレーション） 7 （越生ゴルフクラブTSレストラン）

関　　茂生 岡部チサン 中村　広志 八王子 ※岡野　正浩 立川国際 ※前山　正隆 富士小山
（ププルインターナショナル） 0.6 （中村法律事務所） 5 （エアープライム） 6.5 （SBF） 9.6

塩田美樹子 葉山国際 大橋　武広 日本 ※平澤　　浩 サンヒルズ 渡辺　幹夫 総武
（happy teeth） 1 （イーリード） 4.6 （平屋） 6.5 （大勝フーズ） 9.5

勝田　兵吉 太平洋 ※石井　孝司 東松山 晝間　隆広 相模原 ※中野　弘徳 オリムピック
（エコリムジン東京） 0.8 （商工葬祭） 3.6 （清光商事） 6.3 （自営） 9.4

上迫　友貴 太平洋 有路　恭丈 富士平原 ※小笠原　信 東京よみうり ※明瀬　幸治 浜松シーサイド

（モンジー） +1.3 （神奈川県庁） 5.7 （ロシュ・ダイアグノスティックス） 6 （N2K） 8

三上　哲人 メイプルポイント ※伊澤喜久男 東千葉 清　　良成 千葉 ※松井　尊男 キングフィールズ

（P.V.C. Financial Consulting Firm） +1 （ガゼル） 4 （清建興業） 5.7 （司工業） 8

久田　　謙 武蔵 矢澤　俊一 相模 ※榎本　和正 八王子 ※中島　政則 セベバレステロス

（チーズ王国） 0 （ユウキカク） 5 （朝商） 6 （きりん薬局） 8

大島　　勝 岡部チサン ※松下　　健 千葉国際 平　　大昭 東千葉 ※奥山　雅人 JGA
（東商テクノ） 0 （マグレガーゴルフジャパン） 4 （自営） 5 （オクヤマ歯科医院） 8.7

※髙原　伸之 土浦 清水　治長 オリムピック ※渡會　公士 川越 日向　孝行 熊谷
（のぞみデンタルクリニック） 0.5 （ロジックジャパン） 4 （リテールマーケティングワン） 6 （自営） 8

千野正二郎 オリムピックナショナル 島貫　竜一 都 松谷　啓司 JGA 清水　　剛 ザ・レイクス
（Revocommunity） 4.9 （富士通ゼネラル） 5.2 （ACEPLUS） 4.8 （クラフトダイニング） 8.2
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※安藤　　弘 富士宮 滝澤　正辰 JGA ※伊藤　栄輔 上武 井上　太介 マンデー
（ネクスト） 3.2 （M.Kプロデュース） 5.6 （丸紅エネルギー） 6.8 （三菱UFJファイナンシャル・グループ）

渡邉　明稔 森林公園 ※泉　　慎吾 東京国際 鎌田　和茂 飯能くすの樹 ※山﨑　嘉幸 マンデー
（アイテック） 3.2 （ティオーテイ管理） 5.5 （三和マザック） 7.9 （自営）

※矢部　嘉一 東京国際 土肥　幸児 袖ヶ浦 ※谷口　 修 木更津 谷　　祐太 マンデー
（日本真空科学研究所） 3 （カガエンタープライズ） 5.3 （ＴＴカンパニー） 7.9 （GIARDINO）

梶谷　卓矢 鷹 菅原　　学 猿島 櫻井　剛太 飯能くすの樹 伊藤真之介 マンデー
（インプレス） 1 （日幸電設） 5 （花王） 7.3 （FMバルブ製作所）

田村　直樹 アスレチックガーデン ※早川　　守 セゴビア ※岡田　順一 東松山 辻村　　純 マンデー
（川間アルバトロス・レンジ） 2.4 （カートルズ） 5 （auじぶん銀行） 7.2 （ボイス）

※大森　　豊 東松山 伊藤　泰介 立川国際 西村　貴之 川越 釣部　雅義 マンデー
（テニスサンライズ） 1.3 （アイ・システムズ） 5 （ティー・エヌ・シー） 7 （千代田）

亀山　　強 茨城 ※広瀬　　裕 戸塚 本橋　修一 霞ヶ関 高橋　勇太 マンデー
（C4C） 1.8 （自営） 4.7 （日本アニメーション） 7 （トヨタモビリティ東京）

丹野　隆幸 小田原 谷口　弘孝 オリムピック ※松本　正之 ギャツビイ 久留宮崇仁 JGA
（ネッツトヨタ神奈川） 1.4 （T-Marketing） 5 （ベルエアー） 8 （AOI Pro.） 9.9

吉川　太郎 石坂 光宗　一城 東京よみうり 西川　文悟 JGA ※前田　晃宏 八王子
（TOKO-Group） 2.2 （バービッシュ） 4.6 （日立システムズ） 5.8 （フロントヤード） 9.8

※大柳　博也 太平洋 幸村　憲明 JGA ※吉田　勝美 飯能くすの樹 古屋　佳男 武蔵
（タジマ物流システム） +0.8 （ブリヂストン） 3.5 （吉田設計室） 6.6 （ファイブグッド税理士法人） 8

高橋　利哉 姉ヶ崎 久冨木正和 ＧＭＧ八王子 ※河村　英明 房総 ※長谷川主一 オリムピック
（ファイナンシャルアライアンス） +0.4 （西友建設） 4.3 （日起） 6 （ニシキ技研） 8

小玉　　雅 烏山城 ※本間　條久 麻倉 安永哮一郎 河口湖 小倉　英臣 オリムピック

（コダマ） 0.6 （デューク） 4 （ANJ.COM） 6 （倉産業） 9

※大島　広史 岡部チサン 青山　一広 大栄 宮武　善樹 日高 ※川原　和哉 府中
（ＭＯＴＥC） 7.4 （ディライト・ワン） 4 （JPN） 6.1 （カワハラ） 9

柿岡　啓介 麻倉 平井　裕晃 小金井 ※山野　純也 立野クラシック ※新倉　静男 オリムピック
（ジャパンパワーサプライ） 2 （太陽金網） 4 （邦美印刷） 6.2 （自営） 9

新井　大輝 鹿沼72 今井　大輔 岡部チサン 中原　　英 猿島 安達　信隆 新千葉
（藤井産業） 2.7 （自営） 5 （ガレージナカハラ） 6.3 （コイルセンターフジタ） 9

主　催：スポーツニッポン新聞社

内閣総理大臣杯
第53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4年7月25日（月）
会　場：小金井カントリー倶楽部
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