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辻田　晴也 泉佐野 藤村　紀考 郡山 岸　　一貴 那須 眞部幸一郎 高松グランド
（スポーツ医学発信所） 1 （PIECE） 2.4 （国分首都圏） 2.8 （多和砕石工業） +2

蔡　　政儒 JGA 加登　隆太 ABC 船橋　数晃 岡部チサン 神谷　英治 ＪＧＡ

（展煌産業） 1.2 （加登） 1 （エコウィズ） 1.3 （ＤＥＮＳＯ安城製作所開発工場） 1

中村　寛亮 鈴鹿 大原　嗣政 貴志川 田中　祐太郎 GMG八王子 津村　直樹 鷹

（伊坂屋） 2 （カフェ　ニーゴ） 1.3 （ミズノ） 1.7 （EVERING） 6

竹内　規晃 東京国際 朝倉　博昭 三甲ジャパン 高橋　一誠 嵐山 遠藤　　孝 郡山

（NTTデータSMS） 0.5 （朝倉設備） 2 （自営） 0.9 （エスアールイー） +0.4

清水　英紀 JOYX上月 多田　和樹 佐用スターリゾート 大島　　勝 岡部チサン 増田　圭介 ザ・ノース

（自営） 0 （すこやかライフ） 4 （東商テクノ） 0 （大長食品） 3.2

鈴木亜久里 桂 田中　有哉 サンリゾート 武松　将寛 JGA 関谷　健夫 岐阜関

（新開興産） 0.1 （自営） 3 （ジャンボリー平塚） 1.5 （愛知学院大学） 0.2

◎秋元　一男 相模原 石口　勝治 神有 佐藤　充浩 姉ヶ崎 蛯名　和明 小樽

（東海企画） +2.2 （石口不動産） 2 （東急リバブル） 1.4 （ＡＢフーズ） 1

◎木部　正己 サザンクロス 西之辻泰宏 城陽 秋野　　誠 ちとせインター 鈴木　秀兵 東松苑

（木部林） +1 （コピア） 5 （自営） 1.7 （イーライン） 0.9

◎石塚　祥成 JGA 西川　雅裕 ムロウ３６ 竹田　裕司 妙高 白金　満明 岡部チサン

（センコー） +5.5 （Ｊ） 5 （romp） 5 （自営） 2

◎白石　哲也 太平洋 平本　晃一 春日台 丸一　千紘 マンデー 鈴木　　薫 東京国際
（ニューアートクレイジー） +0.2 （平和紙化工所） 8 （専修大学） （アイディーケイ） 2.9

◎渡部　美和 JGA 前田　祐樹 交野 吉田壮一郎 さいたま 田中　繁行 センチュリーシガ

（TRY） 3 （前田組） 0.5 （向日葵工事企画） 0.1 （ライラック） 1

◎髙野　健汰 阪奈 浦本　佳則 奈良国際 黒滝　公彦 オリムピックナショナル 菊地　統一郎 滝の

（センコー） 0.3 （エビス） 0 （太洋） 1.6 （ろくじゅう） 3.8

小林　隆寿 紫 北村　久人 朽木 向山　和徳 鳩山 大同　一輝 ベアズパウジャパン

（DugOut） 0.9 （自営） 0 （自営） 0.3 （ルーツゴルフ） 1.6
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豊嶋　崇敏 福岡センチュリー 榧木　賀隆 美加ノ原 濱野　哲敬 THE RAYSUM 加藤　靖司 鎌ヶ谷

（甘木養蜂場） 2 （カヤキ） 1 （サンピエール病院） 5 （丸藤産業） 3.3

眞鍋　友規 新居浜 三上陽二郎 滝野 片山　貴由 ロイヤルスター 中嶌　　豊 札幌

（シンク） 3 （つるや） 1 （週末ドットコム） 0.9 （THE SUN GOLF） 0.3

森木　章年 札幌国際 山口　大輔 ベニー 増本　有作 太平洋 畠山　真一 信楽

（フォーツリー） +1.6 （はなまる） 3 （SMBC日興証券） 3.2 （自営） 1

渋谷　元久 能登 永原　昌哉 岐阜関 五十森達哉 成田 野島　岩雄 ヤマト

（ケーユー） +0.4 （日本ビジネスシステム） 5.5 （ジェスコン） 1.7 （奈良県緑化土木） 0

竹谷　正義 札幌 丸山　浩司 高室池 小泉　洋平 富士市原 篠田　徳明 浅見

（ライフ） 2.9 （マルヤマ建設） 7.5 （自営） 0.7 （conom） +0.3

山本　禎士 仙台 山崎　有輝 ジャパンビレッジ 久田　　謙 武蔵 関　　茂生 岡部チサン

（YST） 0.7 （センコー） 3 （チーズ王国） 0 （ププルインターナショナル） 0.6

◎鏑城　俊介 札幌リージェント 寺西　俊人 白鷺 入江健太郎 千葉 谷口　幸大 岡部チサン

（鏑城石材建築） +1.7 （明完企工） 4.8 （不二電興社） 3.1 （谷口コンサルティングサービス） 0

◎佐々木　賢 君津香木原 菊本　裕司 法隆寺 梶谷　卓矢 鷹 小島　慎平 宮崎レイクサイド

（Ks Golfy） 1.2 （キクモト） 0 （インプレス） 1 （潤和会記念病院） 0

◎長岡　元樹 THE RAYSUM 山本　嘉尋 マンデー 佐野　知大 武蔵 田中　　勤 松山シーサイド

（P&G） 4 （BUNKER） （佐野） 0 （ランクアップジャパン） 0

◎北山健太郎 ラインヒル 安田　哲生 九州八幡 岡野　洸平 JGA 谷内　祥吾 朽木

（センコー） +0.6 （ＹＡＳＵＤＡ） 6.2 （RIZAP） 1.4 （ＴＰ） 0

◎有我栄一郎 相模原 坂本　雅道 皐月天拝 竹澤　　瞬 ワンウェイ 高木　洋考 三甲
（有我国際特許事務所） 0 （ヤママルしょうゆ） 5 （湘南歯科クリニック新宿院） +2.5 （高木ミンク） 6

横尾　厚志 JGA 中村　哲也 ＪＧＡ 三上　哲人 メイプルポイント 早川　直希 スリ―レイクス

（北海ボーリング） 1.1 （自営） 5 （P.V.C. Financial Consulting Firm） +1 （港友運輸） 1.9

武田　大輔 鎌倉 飯間　良一 満濃ヒルズ 橋本　天山 源氏山 澤田　和伸 ツキサップ
（三井住友信託銀行） +0.5 （大三工業） 1 （ブラックロックジャパン） 0.7 （東日本ネオ） 1.7

内閣総理大臣杯

第53回日本社会人ゴルフ選手権　＝第１日＝

会　場：相模原ゴルフクラブ・東コース

開催日：令和4年10月6日(木)

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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