
参加人数 名

※　アマチュア

佐藤　　巧 (株)中澤プロ企画 笠井　優希 Ks　GOLFLOUNGE 山王　規行 ｼｬﾄﾚ-ｾﾞｳﾞｨﾝﾃ-ｼﾞGC 久志岡俊海 戸塚カントリ－クラブ
竹村　路巨 フリ－ 磯部　裕平 (株)ウルトラスト 小林　一敏 塩嶺カントリ－クラブ 山本　隆大 フリ－
臼井　  薫 ※東京都 外川　栄治　 ※東京都 雨宮　喜久 ※中央市 杉田　夏野　 ※富士川町
山口　大介 ※神奈川県 武田　法久 ※東京都 志村　翔太郎 ※南アルプス市 清水　健一 ※韮崎市
佐野　健太郎 飯能ゴルフクラブ 長澤　伸哉 フリ－ 佐藤　　剛 桜ヒルズゴルフクラブ 小林　 準 富嶽カントリ－クラブ
菅間　隆夫 西大宮ｺﾞﾙﾌｶﾞ-ﾃﾞﾝ 山崎　帆久登 湘南カントリ－クラブ 中里　鉄也 塩原カントリークラブ 飯島　健之恭 (株)シャノン
丸山　光 ※甲府市 池亀　直彦 ※東京都 高部　　賢 フリ－ 美馬　康太郎 日本ｳｴﾙﾈｽｽﾎﾟ-ﾂ大学
　林　香亮 ※甲府市 松澤　光春 ※神奈川県 　標　 義也 ※甲府市 大吉　友輝 ※山梨学院大
原田　啓司 フリ－ 長澤　　稔 (株)長建 吉本　　悟 フリ－ 北村　征大 フリ－
小林　孝裕 フリ－ 渡辺　博之 ※笛吹市 山﨑　　宏 フリ－ 　李　 界人 フリ－
窪田　紀之 ※甲府市 小椋　俊明 ※山梨学院大 天野　雅章 ※笛吹市 三浦　春輝 エナジック
花輪　玲太 ※南アルプス市 伊藤　大登 ※長野県 和田　賢二 ※昭和町 藤澤　龍人 ※山梨学院大
栗原　一浩 (株)ブラジル 河野　晃一郎 飯田通商 都間　克則 月ヶ瀬カントリ－クラブ 渡邊　賢人 フリー
手登根　渉 パ－ムヒルズGC 深沢　靖幸 ※中央市 竹村　知也 ゴルフステ－ジ　フリオ 柳澤　誠司 やすらぎ介護
山﨑　政美 フリ－ 小泉　和章 ※大月市 西川　智巳 ※甲府市 須藤　裕太 CRS埼玉
楠原竜太朗 ※山梨学院大 長澤　愛羅 ※身延町 藤巻　明親 ※韮崎市 藤澤　幸生 ※山梨学院大
梶村　夕貴 医療法人・聰宝会 櫛山　卓哉 フリ－ 森杉　大地 フリ－ 小林　克也 フリ－
武内　伸悟 オ－クモントGC 馬渡　清也 ｓｏｕｔｈ-T 松原　大輔 フリ－ 原田　大雅 フリー
山浦　太希 フリー 大塚　大樹 (株)A-truck 三倉　誠生 TML(株) 近藤　基明 ※神奈川県
森田　文哉 ※山梨学院大 齊藤　俊輔 ※山梨学院大 上田　公彦 ※甲府市 大林　寿寛 ※神奈川県
田保　龍一 ゴルファ－ズスペ－スR 山本　太郎 ＫＧＲＡ 安藤　　猛 AGSゴルフクラブ 金沢　隆光 国際スポーツ振興協会
　谷　　大 フリ－ 岩本　一陽 霞ヶ関カンツリ－倶楽部 渡邊　友啓 フリ－ 石渡　和輝 フリ－
森井　晶紀 よしのカントリ－倶楽部 加藤　勇希 霞ヶ関カンツリ－倶楽部 窪田　義和 ※中央市 松岡　　啓 (株)アルビ－タ
中村　哉斗 ※山梨学院大 高橋　　黎 ※山梨学院大 白滝　昭一 ※身延町 藤澤　　諒 ※甲府市
鬼澤　友秀 (株)アウル 白水　将司 フリ－ 金原　丈也 フリ－ 好川　耕司 長野京急GC
小野瀬久雄 神楽坂CC 勝又　崇之 フリ－ 国枝　太一 フリ－ 森田　　武 フリ－
吉田　研人 北千住インドアゴルフ 山形　陸馬 フリ－ 渡辺　龍ﾉ介 フリ－ 太田　智之 ※山梨学院大
千葉　禅 ※山梨学院大 千葉　楽 ※山梨学院大 　関　 昭太 ※富士河口湖町 井出　太陽 ※長野県
　呉　司聡 フリ－ 　舘　 祐樹 フリー 永井　哲平 テッツ 星野　　陽 武蔵の杜ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ
小宮山　諒 朝霧カントリ－クラブ 川上　優大 Golf　Brothers 山田　英斉 テッツ 石井　哲臣 フリ－
西脇まあく 葛城ゴルフ倶楽部 岡部　孝輝 箱根カントリ－倶楽部 鮎川　　久 ※富士吉田市 赤池　祐三 ※北杜市
五十嵐瑠亜 ※山梨学院大 佐々木尚紀 ※山梨学院大 龍澤　　淳 ※笛吹市 増田　武久 ※甲府市
黒岩　輝 フリ－ 名取　和光 フリ－ 中村　隆則 鐘山ゴルフセンタ－ 糸永　達司 ジャパンPGAゴルフクラブ
小澤　玲央 フリ－ わたり　哲也 ＬＧＶ船橋 轡田　悠作 ワイワイゴルフスク－ル 佐藤　圭介 フリ－
五十嵐将矢 ※山梨学院大 古屋　一郎 ※甲府市 山本　幹夫 ※北杜市 大竹　泰輔 我孫子ｺﾞﾙﾌ倶楽部
遠山　大貴 ※甲斐市 濱田　将吾 ※山梨学院大 渡辺　 勝 ※甲府市 高橋　岳男 ※甲府市
寺岡　颯太 フリ－ 仲手川　将 箱根カントリ－倶楽部 庄田　晋也 (株)楽ごるふ 小田　ｷﾞﾚﾙﾒ ＫＧＲＡ
鈴木　理央 フリ－ 太崎　敬介 フリ－ 勝俣　徹彦 ※神奈川県 片山　純一 フジゴルフセンタ－
渋谷晃太郎 フリ－ 深澤　修一 ※北杜市 大草　りく ※神奈川県 望月　正樹 ※甲府市
 鴨野　勝 ※山梨学院大 　髙　 明宏 ※甲斐市 平泉　 驍 ※神奈川県 溝井　伸輔 ※北杜市
小川詠次郎 ブランシモン 松岡　利樹 伊香保国際ｶﾝﾂﾘ-ｸﾗﾌﾞ 金井　泰司 14Hｉlls　C.C 菅原　慎一 東京ベイゴルフ
佐藤　由季 湘南衣笠ゴルフ 岡田　壮広 伊香保国際ｶﾝﾂﾘ-ｸﾗﾌﾞ 小田　秀明 美岳カントリ－クラブ 小田切俊樹 上高井戸歯科六本木
森山　桂汰 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ 加藤　俊英 羽川エンタ-プライズ 和田　司郎 ※甲府市 望月　寿朗 ※身延町
千葉　雪乃 ※南アルプス市 山本　竜佑 ※富士河口湖町 伊野　　峻 ※昭和町 塩澤　崇幸 ※大月市
櫻井　大樹 静ヒルズカントリ－クラブ 猪子　匡史 千代ゴルフガ－デン 小川　哲司 わくわくゴルフ 尾﨑　秀平 フリ－
池内　慧 フリ－ 渡辺　匡人 修善寺ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ 井ﾉ上 雅浩 中仙道ゴルフ倶楽部 當真　航星　 フリ－
島崎　夢 ※山梨学院大 佐野　哲也 ※静岡県 　泉　　毅 ※神奈川県 佐藤　正俊 ※笛吹市
小澤　朱夏 ※山梨学院大 渡辺　大地 ※富士河口湖町 饒田　剛央 ※東京都 若月　栄治 ※甲斐市
遠藤　義明 富士ﾚｲｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘ-倶楽部 高橋　誠一 (株)みらい創造ｺﾞﾙﾌｧ-ｽﾞ
中村　貴至 フジ天城ゴルフクラブ 和久津大飛 フリ－
白井　陸 ※山梨学院大 仲田　法男 ※甲斐市
窪田　沙羅 ※昭和町 植松　弘幸 ※北杜市

☆ 欠席者が出た場合組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 　

スタート時間　及び　組合せ

Ｙ ａ ｍ ａ ｎ ａ ｓ ｈ ｉ ｋ e n　　　O  p  e  n　　　Ｇ ｏ ｌ ｆ　　　Ｃ ｈ ａ ｍ ｐ ｉ ｏ ｎ ｓ ｈ ｉ ｐ

第 22回　　山 梨 県 オ ー プ ン ゴ ル フ  選  手 権  大  会　　　

200 甲斐ヒルズカントリー倶楽部2021年7月8日（木） 　

Par 72  / 6,780 yards
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NO　1０　TEE ※　アマチュア
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