
参加人数 名

※　アマチュア

名取　和光 フリ－ 遠藤　義明 富士ﾚｲｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘ-倶楽部 佐藤　　巧 (株)中澤プロ企画 三浦　春輝 エナジック
當真　航星 フリ－ 纐纈　悠太 法仙坊ｺﾞﾙﾌ倶楽部 小林　　準 富嶽カントリ－クラブ 西脇　まあく 葛城ｺﾞﾙﾌ倶楽部
尾﨑　秀平 フリ－ 仙澤　綾人 ※中央市 雨宮　富美雄 ※笛吹市 田邊　隆一 フリ－
堀内　時彦 ※甲府市 西山　修生 ※甲府市 小林　幸雄 ※甲斐市 森田　文哉 ※山梨学院大
山王　規行 ｼｬﾄﾚ-ｾﾞﾋﾞﾝﾃ-ｼﾞG.C 大竹　泰輔 我孫子ｺﾞﾙﾌ倶楽部 宮城　　集 PROMICSSUPPORTERS 今井　　健 フリ－
中里　鉄也 塩原カントリ－クラブ 松井　弘樹 ﾘﾊﾞ-富士ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ 磯部　裕平 (株)ウルトラスト 森山　桂汰 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ
高部　　賢 フリ－ 深澤　修一 ※北杜市 鈴木　孝明 ※愛知県 佐々木　尚紀 ※山梨学院大
小川　真之介 ※南アルプス市 溝井 伸輔 ※北杜市 新實　陽介 ※愛知県 窪田 沙羅 ※昭和町
高橋　誠一 (株)みらい創造ｺﾞﾙﾌｧ-ｽﾞ 河野　晃一郎 飯田通商 渡邊　賢人 フリ－ 原田　啓司 フリ－
和久津　大飛 フリ－ 梶村 夕貴 医療法人聰宝会 佐藤　由季 湘南衣笠ｺﾞﾙﾌ 小林　孝裕 GC株式会社
　姜　 奇文 フリ－ 高橋　　黎 ※山梨学院大 山口　大介 ※神奈川県 江川　春彦 ※笛吹市
高橋　昌美 ※北杜市 長澤　愛羅 ※身延町 臼井　　薫 ※東京都 窪田　義和 ※中央市
飯田　耕正 フリ－ 小池 一平 境川カントリ－倶楽部 山﨑　　宏 フリ－ 松田　仙一郎 フリ－
石井　哲臣 フリ－ 佐藤 えいち フリ－ 吉本　　悟 フリ－ 森田　　武 フリ－
山田  英斉 テッツ 須﨑友貴 ※東京都 丸山　　光 ※甲府市 髙野　正実 ※笛吹市
大島　　大 ※甲府市 太田　智之 ※山梨学院大 天野　雅章 ※笛吹市 橘田　清孝 ※笛吹市
重田　栄作 TX　GROUP 長澤　　稔 (株)長建 加藤　勇希 霞ヶ関ｶﾝﾂﾘ-倶楽部 髙橋　慶祐 杜の公園ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
渡邊　友啓 フリ－ 金子　直矢 富士平原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 佐野　琢朗 霞ヶ関ｶﾝﾂﾘ-倶楽部 渡邊　　康 (株)ｽﾀｲﾙ・ｴｯｼﾞ
小田切　俊樹 上高井戸歯科 太田　誠人 ※山梨学院大 岡田　大輔 霞ヶ関ｶﾝﾂﾘ-倶楽部 松田　聖司 フリ－
阿部　羽流斗 ※静岡県 井出　太陽 ※長野県 玉貫　祐三 ※甲府市 橘田　和人 ※甲府市
梶原　英明 ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐ-EAGLE18 佐藤　　剛 桜ﾋﾙｽﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 小野瀬　久雄 神楽坂CC 丸山　雄也 フリ－
立花　　亮 広島CC 櫻井　大樹 静ﾋﾙｽﾞｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ 鬼澤　友秀 フリ－ 吉桑　佑太 谷務原ｶﾝﾄﾘ-倶楽部
吉村　明恭 ｼﾞｪｲｺﾞﾙﾌ霞ヶ浦 藤江　琉刀 ※山梨学院第 鈴木　理央 JKS 小宮山　諒 朝霧ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ
打越　圭介 ※東京都 平泉　　驍 ※神奈川県 白川　賢治 ※甲府市 山本　幹夫 ※北杜市
桑原　将一 フリ－ 佐藤　圭介 フリ－ 三木  龍馬 サーボ 入澤　　主 東松苑ｺﾞﾙﾌ倶楽部
新原　清次郎 ブライトマンゴルフ 中村　　俊 フリ－ 石毛　一輝 日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟ-ﾂ大学 保田　和貴 フリ－
千　　光寿 フリ－ 服部　大輔 フリ－ 和田　司郎 ※甲府市 佐久間　隼人 ﾋｯﾌﾟｽﾀｲﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
小泉　和章 ※大月市 穐山　武利 ※南アルプス市 杉田　夏野 ※富士川町 山口　孝斉 ※昭和町
鹿志村光一 Ks　GOLFLOUNGE 原田　大雅 フリ－ 小田　秀明 美岳カントリ－クラブ 佐藤　有生 フリ－
笠井　優希 Ks　GOLFLOUNGE 鴨野　　勝 フリ－ 小澤　一元 岐阜稲口ｺﾞﾙﾌ倶楽部 大野　由真 朝霧ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ
峯澤　克之 ※東京都 大久保　克海 豊科ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ 金井　泰司 14hills CC 森杉　大地 フリ－
武田　法久 ※東京都 井関　陸人 ※山梨学院大 西川  智巳 ※甲府市 塚原　一矢 ※南アルプス市
中川　将太 フリ－ 大曽根 孝宏 朝霧ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘ-ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 井ﾉ上雅浩 中仙道ｺﾞﾙﾌ倶楽部 照沼　恭平 ｻﾝｸﾞｯﾄﾞｺﾞﾙﾌ練習場
木下　大海 フリ－ 中山　智央 朝霧ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘ-ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 小川　哲司 多治見わくわくｺﾞﾙﾌ 蛭田　玲於 フリ－
大川　功起 フリ－ 夏堀  裕大 フリー 面高　弘幸 ※笛吹市 石川　雄姿 フリ－
濱田　将吾 ※山梨学院大 望月　正行 ※南部町 大石　哲也 ※甲府市 五味　俊彦 ※甲府市
永井　　源 フリ－ 横川　康祐 筑波カントリ－倶楽部 中山　絹也 宮下製作所 北村　征大 サニ－CC
田中　泰芽 フリー 墳崎　啓輔 江戸崎ｶﾝﾄﾘ- 上田　敦士 フリ－ 岡部　孝輝 箱根ｶﾝﾄﾘ-倶楽部
吉田　隼人 ｲ-ｸﾞﾙﾎﾟｲﾝﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 藤巻　明親 ※韮崎市 小澤　玲央 フリ－ 針尾　保治 ※甲府市
　関　 昭太 ※富士河口湖町 鈴木　雅俊 ※都留市 仙田　利秀 ※埼玉県
猪川　頌生 平川ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ 中村　隆則 鐘山ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀ- 鈴木　海斗 P＆J 須藤　裕太 CRS埼玉
高橋　周平 星乃ｺﾞﾙﾌ倶楽部 太崎　敬介 フリ－ 荒井　　陸 フリ－ 横川　修平 フリー
石過　功一郎 フリ－ 水石　正光 ※昭和町 岩渕　輝起 フリ－ 毛利　星蒔 豊公橋ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
渡邊　敬太 ※東京都 仲田　法男 ※甲斐市 上條　裕誠 ※東京都 佐藤　正俊 ※笛吹市
坂田　俊介 富士平原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 永松　宏之 ゴルフレンジ東清 新井　隆一 フリ－ 星野　　陽 武蔵の杜ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ
大脇　僚哉 フリ－ 糸永　達司 ｼﾞｬﾊﾟﾝPGAｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 難波　大翔 葛城ゴルフ倶楽部 浅井　幸男 ゴルDoki
松本　正樹 フリ－ 赤池　祐三 ※北杜市 櫻井　成翔 春日井ｶﾝﾄﾘ-ｸﾗﾌﾞ 伊波 雄大 フリー
青木　慶太 ※東京都 伊藤　大登 ※長野県 藤澤　幸生 ※山梨学院大 塩澤　崇幸 ※大月市
原田　 凌 春日居ｺﾞﾙﾌ倶楽部 永井　直樹 フリ－
大澤 　優 フリ－ 植木　祥多 K・コーポレーション
五十嵐　瑠亜 フリ－ 渋谷　晃太郎 フリ－
藤澤　龍人 ※長野県 東城　幸翼 ※冨士川町

☆ 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　 　　　星野　桂一 　 　 　太田　育恵 　
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第 23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2022年7月21日（木） 　

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