
ＯＵＴ：西 （NO,1) IN ：南 （NO,10) （参加プロ84、研20、アマ8、Jr9名、計121名）
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加藤 悦男 埼玉ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 檜山 英一郎 レイク相模CC 伊丹 健二 高根ＣＣ 先崎 信雄 ABBYｽﾎﾟｰﾂ＆ｶﾙﾁｬｰ

南　堅悦 リトミックゴルフ 西村 和也 霞ヶ関CC 宮原 文幸 フリー 影山 一成 フリー

西川 達彦 東久留米ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ ＊永田 真樹 越生ＧＣ 豊田 崇秀 ｶｺﾞﾊﾗｺﾞﾙﾌ 高瀬 洋樹 ﾋﾛ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

★野本 世華 正智深谷高等学校 〇蓮見 篤 駒沢大学 ☆澁澤 克海 正智深谷高等学校 ＊茂木 亮 岡部ﾁｻﾝＣＣ

斉藤 眞人 フリー 勝又 崇之 霞ヶ関ＣＣ 中善寺 宗弘 武蔵ＣＣ 加嶋 寿人 目黒ｺﾞﾙﾌ練習場

中島 秀徳 越生GC 加藤 真司 フリー 山下 雅之 中台ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 大西 晃次 松原ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ

飯山 節雄 フリー 島田 隆央 フリー ＊河野 翔太 高麗川ＣＣ 野口 明宏 ﾌｧﾝ･ｺﾞﾙﾌﾌｸｰﾙ

★志村 優花 正智深谷高等学校 ＊小林 克也 武蔵CC ○奥村 康徳 埼玉県ゴルフ協会 ＊菊地 英雄 ｸﾞﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ熊谷

船渡川 育宏 全日本障害者ｺﾞﾙﾌ協会 宮崎　隆 高根ＣＣ 平澤 忠明 平成倶楽部 竹内 淳二 ｶｺﾞﾊﾗｺﾞﾙﾌ

高須 修 フリー 萩森 英道 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸＣＣ 相磯 太一 鳩山CC 西野 正裕 フリー

永井 昭夫 フリー 三木 龍馬 武蔵ＣＣ ＊加藤木 慎 日高ＣＣ 大沢 武志 高坂CC

★大澤 萌衣 正智深谷高等学校 ＊政井 伸太郎 嵐山ＣＣ ☆坂本 僚平 正智深谷高等学校 ＊庄田 雅人 霞ヶ関ＣＣ

萩原 安造 フリー 秋葉 真一 関文ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内田 勝也 フリー 坂本　聡 鳩山CC

鎌田 博 フリー 久保 勝美 高根ＣＣ 白水 将司 霞が関CC 大熊 洋司 フリー

木村 武 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞﾙﾌﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ ＊中島 涼太 高坂ＣＣ 鈴木 寛 飯能GC ＊杉田 孝司 霞が関CC

★水上 真莉華 埼玉平成高校 中村 安男 川口グリーンゴルフ ☆新藤 蓮 正智深谷高等学校 ☆大西 健太 埼玉平成高校

山崎　浩 梨香台ｸﾘｴｲﾄ 佐野 健太郎 霞ヶ関ＣＣ 高橋 誠一 大宮ＧＣ 加藤 稔 宿河原ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ

中島 徹也 伊勢丹ｽｲﾝｸﾞ 鈴木 一徳 フリー 高橋 一美 飯能ＧＣ 中山 勝人 ｺﾞﾙﾌｱｶﾃﾞﾐｰｲｰｸﾞﾙ

松原 輝雄 和銅ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ ☆出口 友将 埼玉平成高校 酒井 一茂 新富ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞ 小林 一登 高麗川CC

＊田口 卓 熊谷GC 佐藤 良威 高根ＣＣ 〇宇佐見 則男 高根ＣＣ ＊小久保 陽太 高根ＣＣ

高橋 正博 リバーサイド 市川 雄三 ウチノ看板 長谷川 正樹 七里ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ

稗田 美佐男 向原ｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ 岡田 正志 エムスリー 島村 豆至夫 和光ゴルフ

菱沼 孝至 フリー ＊豊田 陽祐 東京ＧＣ 星野 陽 東都飯能CC

＊高須 文也 フリー 加藤 将明 フリー 〇石田 竜元 高根ＣＣ

永田 浩一 嵐山ＣＣ 高橋 勝 フリー

森 美佐樹 フリー 大倉 義幸 斉藤企画

星野 真志 武蔵ＣＣ 中川 嘉啓 フリー

＊松上 和弘 霞ヶ関ＣＣ 〇新津 淳 高根ＣＣ

小池 貞治 フリー 関　誠 フリー

加藤　優 川口ｸﾞﾘｰﾝｺﾞﾙﾌ 矢島 嘉彦 フィットイン

竹村 路巨 玉川ＣＣ ＊新名 功一 ﾉｰｻﾞﾝC.C錦ヶ原ｺﾞﾙﾌ場

＊山内 拓也 越生ＧＣ 〇森 信幸 高根ＣＣ

兼島 賢次 フリー 浦江 泰史 霞ヶ関ＣＣ

福澤 義光 フリー 島袋 直人 フリー

澤口 清人 狭山GC 新井 康仁 霜原ｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ
＊金子 将也 霞ヶ関ＣＣ 〇渡辺 顕展 高根ＣＣ

佐藤 圭悟 フリー 寺岡 裕隆 フリー

小柳 栄輝 清澄GC ＊中村 勝 (有)斉藤企画

大関 翔 ｺﾞﾙﾌﾊﾟﾙ大宮 〇飯田 雅之 高根ＣＣ

＊大塚 智之 フリー ＊加藤 弘晃 ﾉｰｻﾞﾝC.C錦ヶ原ｺﾞﾙﾌ場

＊印は研修生、〇印はアマ、☆印は男子ジュニア、★印は女子ジュニア

※この組合せは欠席者がでた場合、変更することがある。 （5/7現在）
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第 47 回  埼  玉  県  プ  ロ  ゴ  ル  フ  会  研  修  会
　　　　　　　　　　　　　　　　組 合 せ 及 び ス タ ー ト 時 刻       　　     　　開催コース：高根カントリークラブ     　　    　　　　　     開催日：平成27年5月12日(火）
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順位 賞  金  額 順位 賞  金  額

1 180,000 16 18,000

2 120,000 17 16,000

3 96,000 18 15,000

4 70,000 19 14,000

5 55,000 20 13,000

6 45,000

7 40,000

8 36,000

9 32,000

10 30,000

11 28,000

12 26,000

13 24,000

14 22,000

15 20,000

＊参加費：104万円の内、研修会賞金及び表彰式等経費を引いた残りの額は
　　埼玉オープン選手権大会の賞金に充当します。

第47回  埼玉県プロゴルフ会研修会
＜ 賞  金  配  分  表 ＞

（賞金総額 90万円）


