
甲賀へいこうか5000⼈ロングランコンペ⼊賞者発表
順位 賞 品 COURSE PLAYER

1 1 平⽇ペア宿泊1プレー券 滋賀甲南カントリークラブ 徳永 浩⼀
2 2 平⽇無料券1組分 名神⻯王CC 井上 希⽃
3 3 地元宿泊施設ペア宿泊券 朝宮ゴルフコース ⽥中 和希
4 4 平⽇無料券1組分 朝宮ゴルフコース 中居 丈
5 5 地元宿泊施設ペア宿泊券 センチュリー・シガ・ゴルフクラブ 中⾕ 美幸
6 6 地元のお⽶② 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ 北村 正道
7 7 地元のお⽶① 富⼠スタジアムGC北コース 直理 進吾
8 8 地元のお⽶② 滋賀甲南カントリークラブ ⻄村 博史
9 9 地元のお⽶② センチュリー・シガ・ゴルフクラブ ⼩倉 由美

10 10 平⽇無料券1組分 名神⻯王CC ⼤⼝ 洋
11 15 地元のお⽶② オレンジシガCC ⽥中 浩
12 25 地元のお酒 コムウッドゴルフクラブ 保井  ⼀彦
13 50 平⽇無料券1組分 滋賀ゴルフ倶楽部 薗⽥ 利弘
14 75 地元のお茶 名神栗東Ｃ．Ｃ 野⾢ 忠雄
15 100 平⽇無料券1組分 オレンジシガCC ⽵内 嘉⼀
16 125 地元のお酒 オレンジシガCC 佐⼭ 博
17 150 地元のお茶 滋賀ゴルフ倶楽部 奥野 豪⼠
18 175 地元のお茶 ローズゴルフクラブ 平井 正⼀
19 200 地元のお⽶① オレンジシガCC 棟⽅ 憲⼀
20 225 地元のお酒 滋賀甲南カントリークラブ 辻    武道
21 250 地元のお⽶② ⼤甲賀カントリークラブ神コース 岡本 隆昭
22 275 地元のお茶 協和ゴルフクラブ 今井 清
23 300 地元のお酒 コムウッドゴルフクラブ 下岡 慎
24 325 地元のお茶 ローズゴルフクラブ 上地 俊⼆
25 350 地元のお酒 センチュリー・シガ・ゴルフクラブ 奥村 友⽷⼦
26 375 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 菊本 和久
27 400 地元のお茶 富⼠スタジアムGC北コース 種村 久男
28 425 地元のお茶 滋賀甲南カントリークラブ ⻄島 庸雄
29 450 地元のお茶 ザ･カントリークラブ 管野 公義
30 475 地元のお酒 富⼠スタジアムGC北コース 岩⾒ 清誠
31 500 平⽇無料券1組分 富⼠スタジアムGC北コース ⽻尻 善則
32 525 地元のお茶 滋賀甲南カントリークラブ ⾳⽥ ⼤輔
33 550 地元のお⽶① 富⼠スタジアムGC北コース 清⽔ 豊
34 575 地元のお酒 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ ⾦神 正之
35 600 地元のお⽶① 名神⻯王CC 森崎 勝彦
36 625 地元のお茶 メイプルヒルズゴルフ倶楽部 ⽵島 ⼤貴
37 650 地元のお⽶① 朝宮ゴルフコース ⻘⾕ 重利
38 675 地元のお酒 富⼠スタジアムGC北コース 友澤 信哉
39 700 地元のお茶 ローズゴルフクラブ 平野 公英
40 725 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 藤本 志津夫
41 750 地元のお⽶① メイプルヒルズゴルフ倶楽部 ⼩澤 邦剛
42 775 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 吉井 雅治
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43 800 平⽇無料券1組分 メイプルヒルズゴルフ倶楽部 ⽯⽥ 和⼦
44 825 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 辻  茂樹
45 850 地元のお⽶② 朝宮ゴルフコース ⼩島 寛⼰
46 875 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 川上 久夫
47 900 地元のお⽶② 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ 鵜飼 哲司
48 925 地元のお酒 オレンジシガCC 深⾒ 健
49 950 地元のお茶 協和ゴルフクラブ 奥村 勤
50 975 地元のお酒 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ 葭⽥ 和也
51 1000 地元宿泊施設ペア宿泊券 朝宮ゴルフコース 村⽥ 潤⼆
52 1025 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 川越 昭治
53 1050 地元のお茶 名神栗東Ｃ．Ｃ 齋藤 瀧夫
54 1075 地元のお酒 ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 松尾 享⼆
55 1100 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 冨⽥ 嘉毅
56 1125 地元のお茶 メイプルヒルズゴルフ倶楽部 野間 保久
57 1150 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 岩崎 ⼀
58 1175 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 坂本 鍛
59 1200 地元のお茶 朝宮ゴルフコース ⼩林 良之
60 1225 地元のお酒 名神栗東Ｃ．Ｃ 薄井 誠⼆
61 1250 地元のお⽶② 富⼠スタジアムGC北コース 樋栄 之⽣
62 1275 地元のお茶 ローズゴルフクラブ 久保 正徳
63 1300 地元のお⽶① オレンジシガCC 杉野 幸
64 1325 地元のお酒 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ 奥⽥ 宗弘
65 1350 地元のお⽶② 滋賀甲南カントリークラブ 垣⽥ 隆平
66 1375 地元のお茶 ローズゴルフクラブ ⼭本 裕昭
67 1400 地元のお茶 ローズゴルフクラブ 上⽥ 喜章
68 1425 地元のお酒 協和ゴルフクラブ ⼩⻄ 弘芳
69 1450 地元のお⽶② 名神栗東Ｃ．Ｃ 岡⽥ 和也
70 1475 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 佐久間 洋介
71 1500 平⽇無料券1組分 朝宮ゴルフコース ⾶⽥ 治
72 1525 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 今崎 勇
73 1550 地元のお⽶② 名神⻯王CC 武⽯ 京⼦
74 1575 地元のお茶 朝宮ゴルフコース ⼩⽥島 拓真
75 1600 地元のお⽶② 滋賀甲南カントリークラブ 榊   友孝
76 1625 地元のお酒 メイプルヒルズゴルフ倶楽部 ⾜⽻ 春美
77 1650 地元のお⽶② 名神⻯王CC 峠岡 隆昌
78 1675 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 村⼭ 義隆
79 1700 地元のお酒 朝宮ゴルフコース ⼭本 ⼤揮
80 1725 地元のお茶 名神⻯王CC ⾕  美智男
81 1750 地元のお茶 滋賀甲南カントリークラブ 芝本  三郎
82 1775 地元のお酒 ベアズ パウ ジャパンＣＣ 海道 穣
83 1800 地元のお⽶① 名神⻯王CC ⼤波多 俊介
84 1825 地元のお酒 オレンジシガCC ⼤倉 志郎
85 1850 地元のお⽶② コムウッドゴルフクラブ 井上 仁美
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86 1875 地元のお茶 協和ゴルフクラブ 森 重之
87 1900 地元のお茶 ダイヤモンド滋賀カントリークラブ ⼤橋 浩⼆
88 1925 地元のお酒 協和ゴルフクラブ ⼤窪 功真
89 1950 地元のお⽶② 名神栗東Ｃ．Ｃ ⻑⾕川 朋⼦
90 1975 地元のお茶 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ 則武 孝來
91 2000 平⽇無料券1組分 名神栗東Ｃ．Ｃ 隅⾕ 康代
92 2025 地元のお酒 ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 種⽥ 英明
93 2050 地元のお⽶② 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ ⻘⽊ 元嗣
94 2075 地元のお茶 名神栗東Ｃ．Ｃ 附⽥ 智基
95 2100 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 星  弘⼦
96 2125 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 上澤 吉寛
97 2150 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 織⽥ 由美
98 2175 地元のお酒 協和ゴルフクラブ 渡部 信弘
99 2200 地元のお⽶② 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ 岡  智洋

100 2225 地元のお茶 ローズゴルフクラブ 地海 知美
101 2250 地元のお⽶② ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 増⽥ 梨咲
102 2275 地元のお酒 名神栗東Ｃ．Ｃ 尾川 昭彦
103 2300 地元のお⽶① メイプルヒルズゴルフ倶楽部 勝部 梓
104 2325 地元のお茶 メイプルヒルズゴルフ倶楽部 江畑 真由美
105 2350 地元のお酒 富⼠スタジアムGC北コース 嶋⽥ 秀男
106 2375 地元のお酒 ⼤甲賀カントリークラブ油⽇コース 藤本 洋介
107 2400 地元のお⽶② オレンジシガCC ⼤野⽊ 正徳
108 2425 地元のお茶 朝宮ゴルフコース ⼭形 速⼈
109 2450 地元のお⽶② 朝宮ゴルフコース 東  将之
110 2475 地元のお酒 協和ゴルフクラブ 鯉⾕ 嘉宏
111 2500 平⽇無料券1組分 名神⻯王CC ⼩島 明
112 2525 地元のお茶 朝宮ゴルフコース ⼟井 久雄
113 2550 地元のお⽶② 朝宮ゴルフコース 坂本 正志
114 2575 地元のお酒 オレンジシガCC 岡⽥ 暢⼦
115 2600 地元のお⽶② 滋賀甲南カントリークラブ ⼤辻 ⻯也
116 2625 地元のお茶 協和ゴルフクラブ ⽵内 章浩
117 2650 地元のお⽶② 朝宮ゴルフコース 中内 崇
118 2675 地元のお酒 ⼤甲賀カントリークラブ神コース 中條 敬
119 2700 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 古河 玲雄
120 2725 地元のお酒 富⼠スタジアムGC南コース 福島 正樹
121 2750 地元のお茶 協和ゴルフクラブ 内⽥ 作夫
122 2775 地元のお茶 協和ゴルフクラブ 中務 正男
123 2800 地元のお⽶① 協和ゴルフクラブ ⼭⼝ 裕司
124 2825 地元のお酒 名神栗東Ｃ．Ｃ ⼋利 功
125 2850 地元のお⽶② タラオカントリークラブ 阪⽥ 哲
126 2875 地元のお茶 ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 中村 寿⼀
127 2900 地元のお⽶② 滋賀甲南カントリークラブ 井置 ⼀哉
128 2925 地元のお酒 ザ･カントリークラブ 阪⼝ 繁
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129 2950 地元のお⽶② 朝宮ゴルフコース ⾥園 須哉⼦
130 2975 地元のお茶 名神⻯王CC 笠作 良⼀
131 3000 平⽇無料券1組分 朝宮ゴルフコース 前⽥ 純司
132 3025 地元のお酒 名神栗東Ｃ．Ｃ ⽵⽥ 亮
133 3050 地元のお⽶② 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ 阿部 尊弘
134 3075 地元のお茶 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ ⽔野 松守
135 3100 地元のお酒 ローズゴルフクラブ 井ノ⼝  芳⼈
136 3125 地元のお茶 滋賀甲南カントリークラブ 安井 和美
137 3150 地元のお酒 名神⻯王CC 国本 義和
138 3175 地元のお酒 オレンジシガCC 三雲 政男
139 3200 地元のお酒 協和ゴルフクラブ ⽇野森 輝夫
140 3225 地元のお茶 オレンジシガCC ⼩出⽯ 和浩
141 3250 地元のお酒 協和ゴルフクラブ 中川 浩⼀
142 3275 地元のお酒 富⼠スタジアムGC南コース ⼭⼝ ⻯治
143 3300 地元のお⽶① 富⼠スタジアムGC北コース 吉川 敬⼦
144 3325 地元のお茶 朝宮ゴルフコース ⽊⾕ 祐介
145 3350 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 越⽥ 懐
146 3375 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 中⻄ 崇
147 3400 地元のお酒 滋賀甲南カントリークラブ 中本 隆
148 3425 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 市川 浩之
149 3450 地元のお⽶② 名神⻯王CC ⼩巻 貴裕
150 3475 地元のお酒 名神⻯王CC 尾原 直⾏
151 3500 平⽇無料券1組分 朝宮ゴルフコース 岡本 安⽣
152 3525 地元のお茶 富⼠スタジアムGC北コース 張  彩霞
153 3550 地元のお⽶② オレンジシガCC 菊本 恵⼆
154 3575 地元のお酒 富⼠スタジアムGC南コース 江⼝ ⾥⼦
155 3600 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 藤下 拓哉
156 3625 地元のお酒 朝宮ゴルフコース ⻄川 淳司
157 3650 地元のお⽶② 朝宮ゴルフコース 平沼 貴慶
158 3675 地元のお茶 朝宮ゴルフコース ⼤北 浩史
159 3700 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 津⽥ 佳幸
160 3725 地元のお茶 オレンジシガCC 暮松 紘⼀
161 3750 地元のお酒 オレンジシガCC 今村 隆政
162 3775 地元のお酒 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ 春崎 徹
163 3800 地元のお酒 協和ゴルフクラブ 福井 康博
164 3825 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 東  達哉
165 3850 地元のお茶 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ ⾠⼰ 康弘
166 3875 地元のお酒 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ ⻄川 晃希
167 3900 地元のお酒 ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 上⽥ 兼正
168 3925 地元のお茶 ⼤甲賀カントリークラブ神コース ⽊村 孝志
169 3950 地元のお茶 名神⻯王CC 上地 ⼀範
170 3975 地元のお酒 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ ⾼橋 好彦
171 4000 平⽇無料券1組分 朝宮ゴルフコース ⼤⻄ 達也



甲賀へいこうか5000⼈ロングランコンペ⼊賞者発表
172 4025 地元のお茶 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ ⽥中 康彦
173 4050 地元のお酒 協和ゴルフクラブ ⽥中 基博
174 4075 地元のお茶 ⼤甲賀カントリークラブ油⽇コース 林  勝彦
175 4100 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 仲  義博
176 4125 地元のお茶 滋賀ゴルフ倶楽部 国寄 智将
177 4150 地元のお酒 オレンジシガCC 清⽔ 達也
178 4175 地元のお酒 ⼤甲賀カントリークラブ油⽇コース 桑原 多美乃
179 4200 地元のお茶 ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 岡⽥ 眞男
180 4225 地元のお酒 オレンジシガCC 中⾕ 誠
181 4250 地元のお酒 協和ゴルフクラブ 佐藤 徳之
182 4275 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 相宗 良輔
183 4300 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 松尾 ⼒美
184 4325 地元のお酒 オレンジシガCC ⽥中 千加⼦
185 4350 地元のお茶 滋賀甲南カントリークラブ 筒井 章
186 4375 地元のお茶 滋賀甲南カントリークラブ 中村 雅
187 4400 地元のお茶 滋賀甲南カントリークラブ ⻄濱 孝晃
188 4425 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 河野 郁夫
189 4450 地元のお酒 朝宮ゴルフコース ⾼尾 晴基
190 4475 地元のお茶 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ ⽯倉 永治
191 4500 平⽇無料券1組分 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ 坂本 政雄
192 4525 地元のお酒 オレンジシガCC ⼤⾨ 昌平
193 4550 地元のお茶 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ 磯野 尚弘
194 4575 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 藤井 秀哉
195 4600 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 松⾕ 幸樹
196 4625 地元のお酒 名神⻯王CC ⾦築 美津⼦
197 4650 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 吉⽥ 健汰
198 4675 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 陰⼭ 友貴
199 4700 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 坂本 幸三
200 4725 地元のお茶 双鈴GC⼟⼭ｺｰｽ ⾕  榮三
201 4750 地元のお酒 富⼠スタジアムGC北コース 福島 富康
202 4775 地元のお酒 協和ゴルフクラブ 浦畑 登
203 4800 地元のお酒 ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 北川 良治
204 4825 地元のお茶 センチュリー・シガ・ゴルフクラブ 阪倉 悦夫
205 4850 地元のお茶 ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 柾⽊ 優奈
206 4875 地元のお酒 富⼠スタジアムGC北コース 吉川 裕也
207 4900 地元のお茶 オレンジシガCC 杉尾 尚
208 4925 地元のお酒 朝宮ゴルフコース ⼤久保 玲奈
209 4950 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 宮本 誠
210 4975 地元のお酒 協和ゴルフクラブ ⼤杉 雅美
211 5000 平⽇無料券1組分 名神⻯王CC ⽯橋 眞⼀
212 6000 地元のお酒 朝宮ゴルフコース 三好 静男
213 7000 地元のお⽶① 朝宮ゴルフコース 寺島 康平
214 BB 地元宿泊施設ペア宿泊券 朝宮ゴルフコース ⼟井 我聞
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215 BM 地元のお茶 朝宮ゴルフコース 堀⽥ 和暉


