
■ＯＵＴ（東）スタート
組 スタート 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ

神農　英和 平川 堀井　慎也 上総モナーク 塩田美樹子 葉山国際 鷺　　一成 太平洋
（自営） 3 （リンクス） 0 （happy teeth） 1 （プレミアムゴルフ倶楽部） 3.3

高橋　一誠 嵐山 帰山　雄輔 総武 岸　　一貴 那須 篠原　裕明 習志野
（自営） 0.9 （創建企画） 1.5 （国分首都圏） 2.8 （ゴルフゾーンメジャー） 1.7

松田　永浩 清川 蒲池　　誠 習志野 入江健太郎 千葉 神取　佑樹 姉ヶ崎
（SY） 1.2 （アット・クリエイティブラボ） 5.1 （不二電興社） 3.1 （NBB） 1.6

黒滝　公彦 オリムピックナショナル 五十森達哉 成田 橋本　征道 イーグルポイント 佐藤　尊則 JGA
（太洋） 1.6 （ジェスコン） 1.7 （ggwaver） 0.5 （０１８） 2.5

松田　直也 袖ヶ浦 森　　昌俊 フジ天城 梶谷　卓矢 鷹 山本　　充 鶴舞
（ハウス食品） 4.1 （dotbravo） 2.2 （インプレス） 1 （ホームランド） 5.5

守屋　克則 中津川 中川　博元 ノーザン錦ヶ原 勝田　兵吉 太平洋 植竹　　大 猿島
（モリサービス） 7.4 （自営） 3.9 （エコリムジン東京） 0.8 （株大侑塗装） 2.3

岡本　　拓 葉山国際 佐野　知大 武蔵 小泉　洋平 富士市原 池田　元之 東京国際
（岡本物産） 1.7 （佐野） 0 （自営） 0.7 （アーツ庭園） 7.6

○増本　有作 太平洋 片山　貴由 ロイヤルスター 庄野　潤一 セントラル 石井　啓太 JGA
（SMBC日興証券） 3.2 （週末ドットコム） 0.9 （DCTWorks） 3.7 （KMG） 0.8

○谷口　幸大 岡部チサン 尾西　博樹 三島 野代　雅樹 千葉国際 松田　永基 太平洋御殿場

（谷口コンサルティングサービス） 0 （オイレス工業） 3.4 （加賀スポーツ） 2 （ＳＹ） 2.6

○中原創一郎 JGA 畠山　英俊 富士小山 茂貫　太郎 阿見 丸一　千紘 マンデー
（ブリヂストンスポーツ） 0.7 （アプリコット） 7 （キャロウェイゴルフ） 3.5 （専修大学）

◎長岡　元樹 THE RAYSUM 関　　茂生 岡部チサン 廣嶋　篤哉 オリムピックレイク 竹澤　　瞬 ワンウェイ
（P&G） 4 （ププルインターナショナル） 0.6 （ひろ整骨院） 5 （湘南歯科クリニック新宿院） +2.5

大島　　勝 岡部チサン 久田　　謙 武蔵 渡邊　文弥 富士 重藤　亮一 セントラル
（東商テクノ） 0 （チーズ王国） 0 （富士通） 2.7 （ggwaver） 1.2

田村　祐樹 太平洋 鈴木　秀兵 東松苑 岩田　修史 富士グリーンヒル 野妻　浩二 栃木ヶ丘
（FedEx） +1.8 （イーライン） 0.9 （富士ヘルスカントリークラブ） 1.9 （N’Z） 5

渡邊　宏治 妙高 向山　和徳 鳩山 猿山　隆二 八王子 饒田　剛央 東京国際
（渡邊塗装） 2.9 （自営） 0.3 （壱國屋） 1 （相信） 3

■IN（西）スタート
組 スタート 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ 選手名 所属/ハンデ

○木全　　優 宍戸ヒルズ 東　　紘平 神奈川 津村　直樹 鷹 木下　大悟 太平洋
（三菱商事） 2.4 （エヌビービー） 2.7 （EVERING） 6 （65ファイナンス） 9.8

加藤　靖司 鎌ヶ谷 光信　直長 富士 神田　昌行 石坂 今西　義和 東名厚木
（丸藤産業） 3.3 （自営） 4.3 （インフィニットコーポレーション） 4.5 （ユニオントラスト） 5.1

三上　哲人 メイプルポイント 佐々木政一 マリア 岡野　洸平 JGA 秋野　　誠 ちとせインター

（P.V.C. Financial Consulting Firm） +1 （グランメゾン） 4.8 （RIZAP） 1.4 （自営） 1.7

武松　将寛 JGA 篠田　徳明 浅見 三石　郷史 太平洋 網代　栄一 鶴舞
（ジャンボリー平塚） 1.5 （conom） +0.3 （キャタル） 4.5 （NRS） 2.5

小林　隆寿 紫 吉田康次郎 ロイヤルスター 山田　真吾 太平洋 宮下　雄一 浜野
（DugOut） 0.9 （ケーツー） 3.6 （ワイエム） 3.9 （リッツカンパニー） 3

高木　　歩 ブリック＆ウッド 山上　玄明 富士チサン 尾崎　博之 総武 土肥　幸児 袖ヶ浦
（コクア） 3 （ジヤトコ） 2.7 （H.Ozaki） 8.2 （カガエンタープライズ） 5.3

○永野　雄亮 かずさ 袖山　哲朗 茨城 竹内　規晃 東京国際 糠信　秀企 神奈川
（Y&Sun） 4.8 （ドーム） 2.3 （NTTデータSMS） 0.5 （アイオン） 3.7

○白金　満明 岡部チサン 田中　祐太郎 GMG八王子 金田　崇宏 草津 柿岡　啓介 麻倉
（自営） 2 （ミズノ） 1.7 （カネダ企画） +0.8 （ジャパンパワーサプライ） 2

○芹澤陽二郎 東筑波 岸田　佑典 千刈 濱野　哲敬 THE RAYSUM 鈴木　　薫 東京国際
（芹沢ゴム） 0.1 （三菱商事） +3.2 （サンピエール病院） 5 （アイディーケイ） 2.9

○船橋　数晃 岡部チサン 平野　大樹 イーグルポイント 橋本　天山 源氏山 高村　和央 富士箱根
（エコウィズ） 1.3 （Fullcast Holdings） 1.3 （ブラックロックジャパン） 0.7 （伊藤ハム米久ホールディングス） 4.4

○竹添　大晃 ブリックアンドウッド 島貫　竜一 都 亀山　　強 茨城 平井　浩史 嵐山
（自営） 2.5 （富士通ゼネラル） 5.2 （C4C） 1.8 （太陽金網） 5.7

竹田　裕司 妙高 林　　輝幸 小金井 田村　　界 神奈川 草野　広宗 香取
（romp） 5 （野ばら商事） 3 （SAKAI建設） 4.7 （自営） 1.4

竹澤　功泰 大日向 佐藤　充浩 姉ヶ崎 釣部　雅義 マンデー 大原　俊弘 グレンオークス

（伸好舎） 2.5 （東急リバブル） 1.4 （千代田） （日本都市） 0.9

榎本　雄文 多摩 林　　寛雄 レイク相模 馬越憲太郎 富士 渡邉　信明 キャスコ花葉

（自営） 3.3 （クロスマインド） 3.2 （A・K・M） 5 （自営） 6

指定練習日：8/30、9/1
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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　関東決勝大会

兼　第18回関東社会人ゴルフ選手権

開催日：令和４年９月５日（月）

会　場：日高カントリークラブ

【レギュラークラス】

主　催：スポーツニッポン新聞社
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