
参加人数 名

※　アマチュア

鹿志村光一 K'S　GOLF　LOUNGE 桧山　英一郎 ﾚイク相模カントリ倶楽部 山崎　政美 フリ－ 名取　和光 フリ－
相磯　太一 鳩山カントリ－クラブ 芦田　　将 フリ－ 向山　英世 ※南アルプス市 　角　 海利 フリ－
峯澤　克之 ※東京都 山嶋　克己 ※東京都 小林　幸雄 ※甲斐市 相川　典孝 ※甲府市
　関　 昭太 ※富士河口湖町 井上　健治 ※神奈川県 齋藤　　仁 ※甲斐市
岩本　高志 K'S　GOLF　LOUNGE 佐藤　　剛 秋山Ｃ．Ｃ 数原　正直 フリ－ 小出　　遼 ディライトワ－クス
岩本　　通 K'S　GOLF　LOUNGE 藤江　琉刀 ※富士吉田市 磯部　勇兵 フリ－ 光吉　佑樹 ディライトワ－クス
外川　栄治 ※東京都 井出　太陽 ※長野県 窪田　　大 ※昭和町 山名　英統 ディライトワ－クス
武田　法久 ※東京都 伊藤　大登 ※長野県 窪田　　蓮 ※昭和町 大吉　友輝 ※山梨学院大
佐藤　　巧 (株)中澤プロ企画 長澤　　奨 Nグル－プ 山王　規行 ヴィンテージゴルフ倶楽部 庄田　晋也 (株)楽ごるふ
西森　勇蔵 ※南アルプス市 折茂ひまわり 中里　鉄也 塩原カントリ倶楽部 轡田　悠作　 ワイワイゴルフスク－ル
秋山　徳朗 ※神奈川 小宮山　諒 ※山梨学院大 志村　翔太郎 ※南アルプス市 　舘　 祐樹 相模カンツリ－倶楽部

島崎　　夢 ※山梨学院大 渡辺　省吾 ※笛吹市 勝俣　徹彦 ※神奈川県
南崎　次郎 きみさらずゴルフリンクス 笠井　優希 フリ－ 畑中　健司 ﾌｼﾞｻ-ﾋﾞｽ 高嶋　　謙 ケンゴルフヴｨレッジ長南
長澤　伸哉 仙川ゴルフ 大久保克海 豊科カントリ－クラブ 高部　　賢 フリ－ 橋本　　潜 合同会社エイチアンドケイ

高部　光章 ※甲府市 藤澤　龍人 ※山梨学院大 林　　香亮 ※甲府市 坂本　　勇　 ※千葉県
杉山　信吾　　 ※甲府市 芦澤　　悠 ※山梨学院大 丸山　　光 ※甲府市 饒田　剛央 ※東京都
小野瀬久雄 神楽坂カントリ－クラブ 小池　一平 境川カントリ－倶楽部 河村　拓磨 アデランス 小田切健彦 フリ－
鬼澤　友秀 (株)　アウル 大関　　翔 ＫＧＲＡ 豊田　陽祐 東京ゴルフ倶楽部 村田　俊宏 TBS緑山スタジオ
和田　賢二 ※昭和町 小川詠次郎 ※山梨学院大 大森　宏文 ※甲府市 天川　克夫 ※甲州市
鈴木　一紀 ※甲府市 大川　勢矢 ※山梨学院大 平尾　雄彦 ※昭和町 小林　雅史 ※甲府市
中村　貴至 フジ天城ゴルフクラブ 河野晃一郎 EDK(株) 小川　哲司 わくわくゴルフ 上久保道好 静岡ｶﾝﾄﾘ-島田ｺﾞﾙﾌｺ-ｽ
大野　由真 朝霧カントリークラブ 遠藤　義明 富士ﾚｲｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘ-倶楽部 井ﾉ上 雅浩 中山道ゴルフ倶楽部 関谷　和貴 (株)おいもや
山本　竜佑 ※富士河口湖町 上田　公彦 ※甲府市 大島　　大 ※甲府市 高野　正実 ※笛吹市
白鳥　　隼 ※富士河口湖町 森田　匠海 ※山梨学院大 杉田　夏野 ※富士川町 江川　春彦 ※笛吹市
奥富　基喜 (株)カゴハラゴルフ 中村　隆則 鐘山ゴルフセンタ－ 森山　桂汰 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ 岩本　一陽 霞ヶ関カンツリ－倶楽部
竹内　　大 鴻巣カントリ－クラブ 鮎川　　久 ※富士吉田市 佐藤　由季 寺岡　颯太 霞ヶ関カンツリ－倶楽部
岡田　　豪 ※甲斐市 渡辺　明久 ※富士河口湖町 小椋　俊明 ※山梨学院大 大久保泰智 ※東京都
松岡　英志 ※甲府市 大森　崇弘 ※都留市 千葉　　禅 ※山梨学院大 吉永　　竜 ※東京都
森杉　大地 フリー 中島　　徹 フリ－ 橋添　純司 山梨ジュニアゴルフ塾 櫻井　將大 霞ヶ関カンツリ－倶楽部
蛭田　玲於 フリ－ 　森　 博貴 フリ－ 小林　義則 ※韮崎市 松上　和弘 霞ヶ関カンツリ－倶楽部
赤池　祐三 ※北杜市 野武　　昇 ※都留市 森久保充三 ※甲府市 大森　教雄 ※忍野村
増田　武久 ※甲府市 小泉　和章 ※大月市 野沢　　清 ※笛吹市 ｴﾍﾞﾙﾄﾝ・ﾐﾓﾄ ※上野原市
河野　翔太 KＧＲＡ 　森　 英一 竜王ゴルフ練習場 永松　宏之 　林　　稔 ＫＧＲＡ
山本　太郎 KＧＲＡ 石渡　和輝 フリー 中村　　俊 JGM 加藤　将明 ＫＧＲＡ
斎藤　俊輔 ※山梨学院 三浦　春輝 エナジック 龍澤　　淳 ※笛吹市 水石　正光 ※昭和町
藤澤　　諒 ※甲府市 佐藤　正俊 ※笛吹市 伏見　和之 ※甲府市 仲田　法男 ※甲斐市
長澤　　稔 (株)　長建 松浦　光彦 三木の里カントリ－クラブ 頓所　　卓 千葉ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ 渡邊　賢人 フリ－
飯島健之恭 (株)　シャノン 好川　耕司 長野京急カントリ－クラブ 糸永　達司 ｼﾞｬﾊﾟ-ﾝPGAｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 山﨑　帆久登 湘南カントリ－クラブ
櫻井　新樹 ※甲府市 窪田　義和 ※中央市 高橋　岳男 ※甲府市 望月　寿朗 ※身延町
楠原竜太朗 ※韮崎市 西山　和則 ※甲府市 親松　久幸 ※笛吹市 吉田　有仁 ※笛吹市

鈴木　悠介 フリー

竹尾　亮輔 フリー
望月　正行 ※南部町
望月　海貢 ※南部町

※　欠席者が出た場合、組み合わせの変更があります。 競技委員長　　植　松　富　久

競技委員　 　　竹田　義朗　　星野　桂一 　 　深澤   治　 　太田　育恵 　
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第 21回　　山 梨 県 オ ー プ ン ゴ ル フ  選  手 権  大  会　　　

162 甲斐ヒルズカントリー倶楽部2019年7月11日（木） 　

Par 72  / 6,780 yards

11 8:30 11 8:30

NO　1０　TEE ※　アマチュア
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