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※瀧澤　泰三 戸塚 ※片岡　弘幸 上総モナーク 松本　真輔 富里 小坂　直人 キャスコ花葉
（自営） 2 （モマインターナショナル） 4.5 （ACT） 7.3 （プログレス） 8.5

神取　佑樹 姉ヶ崎 窪田　恵介 イーグルポイント 栗原　聖男 メイフラワー ※松井　尊男 キングフィールズ

（NBB） 1 （YKプロデュース） 3.5 （イーブン） 7.2 （司工業） 8
※平方　　彰 伊香保国際 ※榎本　　盛 富士市原 北御門雅人 JGA 谷　　祐太 マンデー

（日本ｅスポーツ連合） 5 （エノックス） 4.6 （VOLANTE） 7.2 （GIARDINO）
小山　明宏 麻倉 武蔵　圭太 平塚富士見 ※秋山　　大 富士 大村　公洋 マンデー

（彩峰協同組合） 2.3 （武蔵電設） 3.9 （フジテレビジョン） 7.2 （東京都庁）
※早水　保貴 アスレチックガーデン 高村　和央 富士箱根 白井　伸明 東京国際 伊藤真之介 マンデー

（アクトソリューション） 2.2 （伊藤ハム米久ホールディングス） 4.4 （セブンイレブン世田谷船橋希望ヶ丘通り店） 7.1 （FMバルブ製作所）
※三原　洋介 プレステージ 山田　竜史 大利根 河合　元浩 オリムピック 大矢木正一 マンデー
（鹿島建設） 2.2 （RS） 4.3 （クイック・ロック・ジャパン） 7 （エシカルパートナーズ）

柿岡　啓介 麻倉 ※大村　明彦 京 小松　尚久 レンブラント 辻村　　純 マンデー
（ジャパンパワーサプライ） 2 （自営） 4.2 （ATP） 7 （ボイス）

李　　泰鎭 成田 清水　隆史 イーグルポイント ※宇野澤孝次 上武 井上　知和 マンデー
（ボンプロダクション） 5 （リアルヴィンテージ） 4 （グリーンワーク） 7 （louismore）
※盛永　哲也 鎌ヶ谷 ※佐久間　玲 湘南 萬代　誠二 久邇 伊藤　誠一 マンデー

（ピーシーブレイン） 2 （大日エンジニアリング） 4 （ビー・アール・イー・マネジメント） 7 （小林建業）
※大辻　孝司 宍戸ヒルズ ※伊澤喜久男 東千葉 横瀬　一成 大宮 ※神山　　伸 マンデー

（オーアンドオー） 2 （ガゼル） 4 （イッセイジャパン） 6 （リクシル）
竹澤　　瞬 ワンウェイ 川崎　　純 ニドムクラシック 山口　道元 太平洋 高野　　通 岡部チサン

（湘南歯科クリニック新宿院） +2.5 （マイク） 3.6 （エルスタイル） 6 （東京ガス） 9
※黒田　隆雅 東京国際 井出　耕平 ワンウェイ ※田辺　昌彦 岡部チサン 榊原　純一 滋賀

（光栄） 3 （エステートポーター） 3.9 （平成都市技研） 4 （プロクリ） 9
下條　　勲 香取 村田　全功 栃木ケ丘 ※酒井　昌伸 富士小山 髙橋　辰己 木更津

（TKD） 0.8 （三幸建設工業） 3.5 （全国通信教育協会） 5.8 （高和建設） 9
※島村　　敏 八王子 皆藤慎太郎 フレンドシップ 平井　浩史 嵐山 ※新庄　和彦 大浅間

（AMIS） 2.4 （浅井企画） 3.4 （太陽金網） 5.7 （新庄和彦税理士事務所） 8.6
田中　克幸 鎌ヶ谷 ※川島　健二 セントラル 川田　雄太 長太郎 ※加藤　力也 東京国際
（オフオン） 0.6 （オリックス・ファシリティーズ） 3.9 （プルデンシャル生命保険） 5.6 （自営） 9
太田　秀樹 東松山 安田　康輔 ジャパンクラシック 西村　　卓 JGA ※重枝　知亨 JGA

（グリッドデザイン） 2 （RCトラスト） 3 （トータルマネージメントサポート） 5.2 （フリープラン） 8
吉田壮一郎 さいたま 岩坪　勝幸 JGA 大久保　学 太平洋 ※橋本　昭夫 小田原

（向日葵工事企画） 0.1 （自営） 4.4 （自営） 5.3 （国立印刷局） 8
秋山　佳輝 伊東 ※大内田慎一郎 岡部チサン 早坂　宏幸 鹿沼 深田　敬一 マンデー

（進光） 1.7 （自営） 4 （幸成工業） 6 （ロングウェル・ジャパン）

増淵　欣弥 大利根 藤平　康法 皐月 竹下　秀夫 太平洋 酒巻　栄太 マンデー
（増渕運輸） 2 （フィットハウス） 4.4 （B3） 6.9 （BRIXIT）
小玉　　雅 烏山城 助川　昌弘 セベバレステロス 高阪　嘉久 鶴舞 河野　　厚 マンデー
（コダマ） 0.6 （助川工務店） 3.4 （監査法人トーマツ） 6 （ICC）
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清野　　誠 伊勢原 野村　卓洋 平塚富士見 玉木　田秀 さいたま 古屋　佳男 武蔵
（マルセイ） 3 （スコアネット） 3 （GMG八王子ゴルフ場） 6 （ファイブグッド税理士法人） 8
篠原　裕明 習志野 矢澤　俊一 相模 佐藤　充利 成田ハイツリー ※中島　政則 セベバレステロス

（ゴルフゾーンメジャー） 1.7 （ユウキカク） 5 （佐藤商事） 5.5 （きりん薬局） 8
大原　俊弘 グレンオークス ※若林　忠司 シャトレーゼヴィンテージ 渡邉　信明 キャスコ花葉 鹿野　直也 マンデー
（日本都市） 0.9 （エフビーエス） 3 （自営） 6 （鹿野防水）
高橋　　聡 鴻巣 幸村　憲明 JGA 今井　大輔 岡部チサン 野沢　郁弥 マンデー
（エステー） 3 （ブリヂストン） 3.5 （自営） 5 （自営）
鈴木　　薫 東京国際 小野　広道 嵐山 野妻　浩二 栃木ヶ丘 田沼　貴彦 マンデー

（アイディーケイ） 2.9 （ブロードロード） 5 （N’Z） 5 （フジヤティアンドティサービス）

重南　慶彦 君津香木原 小池　　勉 東名厚木 ※谷口　　修 木更津 ※岡本　信行 マンデー
（Vstar） 2.9 （ハウジングセンター） 5 （ＴＴカンパニー） 7.9 （ホクト・エンジニアリング）

※雨宮　　寛 平川 千野正二郎 オリムピックナショナル ※清水健太郎 JGA 後藤　幸生 マンデー
（レインフィールド企画） 2.8 （jioworks） 4.9 （割烹きよみず） 7.8 （相模カンツリー倶楽部）

※舟橋　史郎 富士平原 西川　正樹 南総 末金　成俊 カレドニアン 星野　啓介 マンデー
（育の会） 2.7 （ユニバーサルエレクトロニクス） 4.8 （REALEYES） 7.8 （積水ハウス）

松田　永基 太平洋御殿場 松谷　啓司 JGA ※倉橋　学滋 湘南シーサイド 森屋　達治 マンデー
（ＳＹ） 2.6 （ACE PLUS） 4.8 （湘南エンジニアリング） 7.7 （大東産業）

坂本　良之 江戸崎 ※田村　康一 大厚木 ※井上　直紀 平塚富士見 北村　重道 マンデー
（共同印刷） 2.5 （自営） 3.8 （井上商事） 6 （自営）

※加藤　明弘 秦野 乙藤　貴弘 JGA 下里　祐人 JGA ※長谷川雄幸 太平洋
（太平洋クラブ相模コース） 1.7 （乙藤公認会計士事務所） 3.8 （テクノネット） 7.5 （自営） 8.4

※山菅　利彦 イーグルポイント 栄森　孝之 猿島 ※前田　秀樹 木更津 岩崎　哲也 鳩山
（エージェント・スミス） 1.7 （そうけん） 4.6 （アビドレックス） 6 （メディカルインキュベーションシステム） 9.6

草野　広宗 香取 糠信　秀企 神奈川 寺川　哲矢 総武 ※弘光　利之 加茂
（自営） 1.4 （アイオン） 3.7 （サカエテクノ） 6 （ロジマックス） 9.6

小田　尚樹 パインレーク 大塚　一徳 花生 ※金子　博幸 メイフラワー ※福井　浩之 横浜
（スターツアメニティー） 1.2 （オーティーエス） 3.6 （国重・ライティング） 6.6 （伊藤忠商事） 1

原田健太郎 JGA ※飯泉　知也 プレステージ 佐野　　将 姉ヶ崎 ※岡崎雅次郎 玉造
（東急リバブル） 1 （ソワン） 3.6 （CBREインベストメントマネジメント・ジャパン） 6.8 （シンク・ヴィジョン） 9.3

関　　夕介 あさひヶ丘 饒田　剛央 東京国際 ※齋　　和彦 東京クラシック ※松本　正之 ギャツビイ
（サンメイト美装） 0.3 （相信） 3 （サイズプランニング） 5.4 （ベルエアー） 8

※髙原　伸之 土浦 金田　昌信 JGA 川底慎一郎 太平洋 ※渡辺　則之 小名浜
（のぞみデンタルクリニック） 0.5 （東信建設） 3.2 （たのひら） 5.8 （自営） 8

樋口　丈洋 オリムピックナショナル 山田　　徹 シャトレーゼヴィンテージ 菅原　　学 猿島 山本　昌国 マンデー
（新電元メカトロニクス） 2 （自営） 4 （日幸電設） 5 （大昌）

※岡　　時彦 浦和 田中耕太郎 浜野 ※碓氷　青潮 クイーンズヒル 森下　愛久 マンデー
（DSR） 2 （北山ハウス産業） 4 （博報堂） 4.4 （日興ビジネスシステムズ）

田中　　徹 JGA 吉野　文規 岡部チサン 坂本　健造 八王子 丸一　千紘 マンデー
（協同電気） +0.2 （自営） 5 （シンコーハイウェイサービス） 6 （専修大学）
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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：8/18、19、23　　※同伴プレー：可

・※はシニアクラス選択者。
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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　【リベンジマッチ】
開催日：令和4年8月24日（水）
会　場：キングフィールズゴルフクラブ
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