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小田　尚樹 パインレーク 饒田　剛央 東京国際 ※徳山　　隆 総武 ※川崎　竜児 太平洋
（スターツアメニティー） 1.2 （相信） 3 （NOWON） 4.3 （自営） 9

向山　和徳 鳩山 光信　直長 富士 大久保　学 太平洋 熊尾　昌久 鶴舞
（常盤商事） 0.3 （自営） 4.3 （自営） 5.3 （相互住宅） 8.8

比留間育洋 カレドニアン ※安藤敬一郎 武蔵 八木勇乃輔 竜ヶ崎 ※八峠　　悟 鹿島の杜
（HBJ） 0.2 （Ｋ＆Ｙホールディングス） 4 （イオン） 5.3 （ハ香セラミック） 8

※瀧澤　泰三 戸塚 平山　浩篤 レイク相模 寺尾聖一郎 真名 白倉　雄太 東松苑
（自営） 2 （MSPG） 4.6 （リレーションズ） 7 （ザイマックス） 7.5

中川　　悠 JGA 宮下　雄一 浜野 ※萩原　常康 平塚富士見 塚田　英俊 JGA
（アマゾンウェブサービスジャパン） +0.2 （リッツカンパニー） 3 （日産自動車） 5 （パンタグラフ） 7.8

田村　祐樹 太平洋 ※渡辺　清一 万木城 太田　　航 東千葉 ※榎本　貴伸 JGA
（FedEx） +1.8 （新総建設） 2.7 （プレミアグループ） 4.8 （日本板硝子） 7.5

相澤　直哉 JGA 網代　栄一 鶴舞 高安　裕太 JGA 小林　貴幸 姉ヶ崎
（キーエンス） +3.3 （NRS） 2.5 （三菱商事） 4.7 （自営） 7.2

大原　俊弘 グレンオークス 良川　卓也 塩原 ※秋山　惠保 東京湾 箕野　博之 JGA
（日本都市） 0.9 （ABC） 2.9 （自営） 7 （KPMGコンサルティング） 8.5

竹内　規晃 東京国際 小辻　道彦 龍ヶ崎 守屋　貴浩 大厚木 ※山本　輝彦 千葉桜の里

（NTTデータSMS） 0.5 （Tokyo 2nd） 4 （EY新日本有限責任） 6 （CBI） 9.6

別府　弘章 JGA 石澤　良介 赤城 ※宮　　健一 千葉 本間　健人 山田
（電通ゴルフオフィス） 1.4 （第一生命保険） 4 （ミヤミート） 6 （アイワ） 9.3

佐藤　充浩 姉ヶ崎 鈴木　　薫 東京国際 高阪　嘉久 鶴舞 ※弘光　利之 加茂
（東急リバブル） 1.4 （アイディーケイ） 2.9 （監査法人トーマツ） 6 （ロジマックス） 9.6

横須賀可典 希望丘 ※中村由一郎 鶴舞 瀧脇　尚賢 JGA 大島　孝之 スカイウェイ

（自営） 1.6 （自営） 3.4 （ジェーシービー） 5.4 （日鉄鋼鈑） 7.9

田中　　徹 JGA 藤田　祐司 皐月 浦谷　　明 東千葉 三戸　政和 東京クラシック

（協同電気） +0.2 （セブンクリエイト） 4.3 （自営） 6.1 （日本創生投資） 9.2
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下條　　勲 香取 紺谷　三大 大洗 今西　義和 東名厚木 ※天門　原動 ロイヤルスター

（TKD） 0.8 （BofA証券） 3 （ユニオントラスト） 5.1 （トビタ船舶） 9

橋本　天山 源氏山 ※松村　滋基 マリア 青木　優弥 JGA ※奥村　裕一 御殿場
（ブラックロックジャパン） 0.7 （エイメック） 3.6 （伊藤忠商事） 5.7 （中田建材） 8.1

富永　龍昇 JGA 飯田　悠也 宍戸ヒルズ ※木村　忠典 鶴舞 ※田城　　亨 富士市原
（アレシア） 0.7 （ドイツ証券） 3.3 （ゴルフパートナー） 5.7 （プロスタイル） 8.7

吉田壮一郎 さいたま 高木　　歩 ブリック＆ウッド ※篠田　裕一 ノースショア 岡田　慎一 さいたま梨花

（向日葵工事企画） 0.1 （コクア） 3 （旭ダイヤモンド工業） 5.3 （岡田税理士事務所） 8

鵜澤　篤人 JGA ※秋保　宏之 オーク・ヒルズ 西村　　卓 JGA 高橋　和夫 JGA
（Sasuke Financial Lab） +0.1 （損害保険ジャパン） 3 （トータルマネージメントサポート） 5.2 （三井物産フォーサイト） 8

※小野寺智夫 府中 乙藤　貴弘 JGA ※佐藤　文友 成田ハイツリー 溝畠　健一 南総
（自営） +0.5 （乙藤公認会計士事務所） 3.8 （グッド・ジョブ） 6.4 （富士ソフト） 7.6

金田　崇宏 草津 ※川島　健二 セントラル 前田　徳郎 東千葉 渡辺　憲久 マンデー
（カネダ企画） +0.8 （オリックス・ファシリティーズ） 3.9 （電通） 4.9 （自営）

秋野　　誠 ちとせインター ※藁谷　和一 千葉よみうり 湯浅　　力 長太郎 木下　大悟 太平洋
（自営） 1.7 （重量藁谷組） 4 （ホライズン） 6.2 （65ファイナンス） 9.8

五十森達哉 成田 ※原　　淑雄 千葉夷隅 ※有田　博之 JGA 高砂　和重 PGM南市原

（ジェスコン） 1.7 （旭ダイヤモンド工業） 4.1 （わらべや日洋） 6.4 （神奈川県警察） 9.8

篠原　裕明 習志野 ※土井　克祥 加茂 藤村　文彦 セントラル ※岡本　信行 マンデー
（ゴルフゾーンメジャー） 1.7 （三共建設） 4.2 （Fs JAPAN） 5 （ホクト・エンジニアリング）

坂本　良之 江戸崎 小林勇一郎 岡部チサン 田中　雄三 PGM石岡 岡下　慎吾 マンデー
（共同印刷） 2.5 （トーセツ） 4.3 （アダチ） 6.5 （緑屋テクノ）

※工藤　久人 総武 林　　寛雄 レイク相模 奥泉　盛司 東千葉 大石　知禎 マンデー
（フジケンセツ） 2 （クロスマインド） 3.2 （コニカミノルタ REALM） 6.9 （ビーネックスソリューションズ）

※菊池　幸人 富士市原 川田　雄太 長太郎 山崎　武史 ワンウェイ 田沼　貴彦 マンデー
（SOUTH-T） 2.5 （プルデンシャル生命保険） 5.6 （みそうパートナーズ） 6.9 （フジヤティアンドティサービス）

川原　利之 リージャスクレスト 金田　昌信 JGA 渡邉　信明 キャスコ花葉 増田　光利 マンデー
（丸昇住建） 2 （東信建設） 3.2 （自営） 6 （神葉港運）
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会　場：鶴舞カントリー倶楽部・東コース

開催日：令和4年8月6日（土）
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内閣総理大臣杯

関東予選 【千葉第２会場】
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