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ごあいさつ
Greetings

理事長

南 啓次郎 大道 良夫
キャプテン

　あけましておめでとうございます。会員の皆
さまにおかれましては、穏やかな新年をお迎
えのこととお慶び申し上げます。新年を迎え
るにあたり倶楽部を代表してご挨拶申し上げ
ます。
　おかげさまで甲賀カントリー倶楽部は昨
年、50周年を迎えることができました。これも
ひとえに長年に渡りお支え下さいましたメン
バー様のご厚情の賜物と心より感謝申し上げ
ます。
　50周年の記念行事として、6月にKGU主催
の関西ミッドシニア決勝競技（2日間競技）、8
月には京都滋賀オープンの決勝競技、郡市対
抗戦である県民体育大会、9月には開場50周
年記念杯、10月には平塚哲二カップ・プロアマ
トーナメントを開催させていただき、これらの
行事を無事に終了することができました。

特に10月の平塚哲二カップ・プロアマトーナメ
ントは、近畿エリアで奮戦する女子プロ32名
が来場し、予選を勝ち抜いたアマチュア93名
との混成競技を盛大に開催することができ、
50周年の節目を祝う記念事業となりました。
　本年より、50周年を節目に心を新たにして、
これからの60年・70年とメンバーの皆様と共
に歩みを進めて参りたく切に願っております。
　ゴルフ人口の高齢化や若手ゴルファーの減
少等、ゴルフ業界は依然として厳しい状況が
続いて行くかと思われます。この様な環境下で
はありますが、健全な経営基盤をしっかりと堅
持して、当倶楽部の伝統と格式を守って行くこ
とに全力を尽くして参る所存です。
　今後共引き続き当倶楽部へのご支援ならび
にご指導ご鞭撻を賜ります様、何卒よろしくお
願い申し上げます。

　あけましておめでとうございます。皆さまに
は、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
　甲賀カントリー倶楽部は、昨年めでたく開
場50周年を迎えられました。「平塚哲二カッ
プ・プロアマトーナメント」をはじめとする記念
競技大会や記念杯などが盛大に開催され、節
目となる50周年に華を添えました。誠にご同
慶の至りと存じます。
　次の100周年に向け、新たにスタートした甲
賀カントリー倶楽部に、皆さまの引き続きまし
ての絶大なるご支援を賜りますようお願い申
し上げます。
　さて昨年は、リオ・オリンピック、パラリン
ピックでの日本人選手の活躍に多くの国民が
沸き立ち、スポーツへの関心がより一層深まっ
た年でした。自分ができるスポーツに自ら取り
組む、あるいは、好きなスポーツを観戦し、応
援に熱くなる。人それぞれ違いはありますが、

自分なりのスポーツライフを楽しんでいらっ
しゃる方も多いのではないかと思います。
　かくいう私は、これまでジョギングと家庭菜
園が健康維持方法の二本柱でしたが、昨秋
も菜園もそこそこに4週間で5回ゴルフ場に通
いました。スコアや順位は気にせず、そしてパー
トナーに迷惑をかけずに18ホール“完走”する
ことを目標としていましたが、何とかラウンドす
ることができ、ホッとした気持ちで年を越すこ
とができました。
　冬のゴルフは、朝の冷気にシャキッとスター
トし、ラウンド後に冷えた身体を風呂でゆっく
り温める時が最高です。新年に際して、素晴ら
しいゴルフライフを1年、いや1日でも長く楽し
むために、日々精進しなければと改めて心した
次第です。
　皆さまのご健勝ならびにご多幸、そして皆さ
まがそれぞれのゴルフライフを満喫されますこ
とを心よりお祈り申し上げます。

1 2



KOGA COUNTRY CLUB｜2017 WINTER

3

ごあいさつ
Greetings

43

𠮷武 昭隆

日本観光開発株式会社
代表取締役会長

　新年あけましておめでとうございます。皆さ
まにおかれましては、お健やかに新しい年をお
迎えになられたこととお慶び申し上げます。
　昨年は、開場50周年を迎え、6月のKGU主
催の関西ミッドシニア決勝競技を皮切りに、
京都滋賀オープンの決勝競技、都市対抗戦の
県民体育大会、そして10月、32名の女子プロ
と予選を勝ち抜いたアマチュアの皆さまとの
プロアマ競技「平塚哲二カップ・プロアマトー
ナメント」と多くの記念競技を開催させていた
だきました。それぞれの競技が、多くの関係
者、会員皆さまのあたたかいご支援、ご協力を
賜り、大変な盛り上がりの中で、成功裡に終え
ることができ、50周年の節目に花を添えてい
ただきました。この場を借りまして改めて厚く
御礼を申し上げます。

　少子高齢化が進展する中で、ゴルフ場のあ
り方も変化を余儀なくされると思います。50
年築いてきたよき伝統を守りつつ「新しい環
境変化に対応した営業施策」、「コースの充
実」、「サービスの向上」に努め、皆さまのご
期待に応えたいと思います。
　また、今年は、姉妹コース「恵那峡カント
リークラブ」が開場50周年を迎えさせていた
だきます。南グループに加わって７年が経過し
ましたが、この間、クラブハウス、レストラン、練
習場の改良、コースの整備に努めてまいりまし
た。おかげさまで、年々評価が高まり、東濃地
域を代表するゴルフ場として多くの方々にご来
場をいただいております。是非とも当倶楽部の
皆さまもこの機会にご来場いただければ幸い
です。

3

2017年度  競技日程
Competition schedule

2017年度の競技日程は下記の通りです。
本年も皆様のエントリーをお待ちしております。

月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
キャプテンス杯予選(HDCP12迄)
キャプテンス杯決勝27HSP
月例杯　A

開場51周年記念競技　A・B・C
開場51周年記念競技　A・B・C
月例杯　A
月例杯　B・C
秋分の日杯　A・B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
役員・委員競技

クラブ選手権予選(HDCP12迄)
シニア選手権予選(HDCP16迄)
グランドシニア選手権予選(HDCP25迄)
クラブ選手権1・２回戦
シニア選手権1回戦
月例杯　B・C
グランドシニア選手権決勝
クラブ選手権準決勝
シニア選手権2回戦
月例杯　シニア・グランドシニア
クラブ選手権決勝
シニア選手権準決勝・決勝
月例杯　A

月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
南新太郎メモリアル競技　A・B・C

月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
ラストコール杯　A・B・C
グランドマンスリー　A・B・C
シニア・グランドシニア
（1月〜12月月例杯優勝者）

	８月	 6日（日）
	 	13日（日）
	 	20日（日）
	 	27日（日）

	
	９月	 2日（土）
	 	 3日（日）
	 	10日（日）
	 	17日（日）
	 	23日（土）
	 	24日（日）
	 	29日（金）
	
	10月	 1日（日）

	 	 5日（木）
	 	 8日（日）

	 	12日（木）
	 	15日（日）

	 	22日（日）
	

	11月	 5日（日）
	 	12日（日）
	 	19日（日）
	 	23日（木）

	12月	 3日（日）
	 	10日（日）
	 	17日（日）
	 	24日（日）

新年杯　A・B・C
初夢杯　A・B・C
月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
月例杯　B・C
春分の日杯　A・B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

スクラッチ競技（一般の部・シニアの部）
予選（HDCP18迄）
スクラッチ競技（一般の部・シニアの部）
決勝27HSP
月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
役員・委員競技

月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア
理事長杯予選(HDCP12迄)

理事長杯決勝27HSP
月例杯　A
月例杯　B・C
月例杯　シニア・グランドシニア

月例杯　A
七夕杯　A・B・C合同
月例杯　B・C
年齢別競技　〜19、20〜26、27〜
月例杯　シニア・グランドシニア

	 1月	 2日（月）
	 	 8日（日）
	 	15日（日）
	 	22日（日）
	 	29日（日）
	
		２月	 5日（日）
	 	12日（日）
	 	19日（日）
	
	 3月	 5日（日）
	 	12日（日）
	 	20日（月）
	 	26日（日）
	
	４月	 2日（日）

	 	 9日（日）

	 	16日（日）
	 	23日（日）
	 	28日（金）
	 	
	 5月	 7日（日）
	 	14日（日）
	 	21日（日）
	 	28日（日）
	
	 6月	 4日（日）

	 	11日（日）
	 	18日（日）
	
	７月	 2日（日）
	 	 7日（金）
	 	 9日（日）
	 	17日（月）
	 	23日（日）
	

競技名 競技名日程 日程
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新ポイントカードのご案内
New point card

甲賀カントリー倶楽部のポイントカードが新しくなりました。

65

会員募集について
New member recruitment

募集会員 預託金 登録料（税別） 合計（税別） 分割納入の有無 年会費
（税別）

プレイ
可能日

親族会員
社員会員

クラブ
競技

個人会員

正会員 550,000円 400,000円 950,000円 預託金のみ3年分割
可能 30,000円 全日 ○※1 ○

週日会員 100,000円 300,000円 400,000円 25,000円 日祝日除く ○※1 ○

終身会員 不要 400,000円 400,000円 登録料2年分割可能 30,000円 全日 ○

法人会員（記名） 550,000円 400,000円 950,000円 預託金のみ3年分割
可能 30,000円 全日 ○※2 ○

※1 個人親族会員 300,000円 300,000円 30,000円 全日 ○

※2 法人社員会員 300,000円 300,000円 30,000円 全日 ○

（親族会員・社員会員）…預託金から登録料への充当が可能です。

分割支払制度

【終身会員の場合】
登録手数料を最長2年を限度として分割、無金利でお支払いただけます。

【正会員・法人会員の場合】
預託金を最長3年を限度として分割、無金利でお支払いただけます。

当倶楽部では下記の要項にて各種会員の募集を行なっております。

5

支配人

桂　直史

　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠
にありがとうございました。
　昨年10月、おかげさまで甲賀カントリー
倶楽部は開場50周年を迎えることが出来ま
した。
　開場50周年記念行事として10月25日には
「平塚哲二カップ・プロアマトーナメント」を
開催いたしました。
　8月25日から9月9日まで4日間のスクラッチ
とＷぺリアの部の予選会を勝ち抜かれたアマ
チュアの選手を含め、女子プロ32名、アマ
チュア93名の選手にご参加いただき、和気あ

いあいとした中で白熱したプレーが進んでい
きました。
　このような大きな大会を無事に終えること
が出来ましたのも、多くの皆様のお力添えが
あったからこそと、心より感謝申し上げます。
　今回の50周年を節目にして、また60周年、
70周年とメンバー様とともに歩んでいきたいと
思います。
　今後とも快適なプレーを楽しんでいただけ
るよう、サービスの徹底にさらなる努力をして
まいります。どうぞ本年も変わらぬご支援を
賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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開場50周年記念イベントを開催！
50th Anniversary Event

競技結果

競技結果　

A クラス

A クラス

■  開催日 2016 年 9 月 3 日（土）

■  開催日 2016 年 9 月 4 日（日）

B クラス

B クラス

C クラス

C クラス
rank name out in gross hdcp net

優勝 神戸　優 33 38 71 3 68

準優勝 澤村賀行 43 39 82 14 68

3 位 山本新次 38 38 76 7 69

rank name out in gross hdcp net

優勝 駒井亨治 39 36 75 11 64

準優勝 平松善雄 40 40 80 14 66

3 位 石光堅太郎 37 39 76 9 67

rank name out in gross hdcp net

優勝 園田正雄 37 41 78 16 62

準優勝 赤岡明夫 40 45 85 20 65

3 位 守屋憲人 45 39 84 17 67

rank name out in gross hdcp net

優勝 宮嶋信之 42 44 86 20 66

準優勝 田中重男 41 45 86 18 68

3 位 米田喜幸 42 45 87 18 69

rank name out in gross hdcp net

優勝  田村晶子 45 43 88 26 62

準優勝 土本忠司 54 46 100 38 62

3 位 山本威至 45 43 88 25 63

rank name out in gross hdcp net

優勝  大八木貴之 51 48 99 40 59

準優勝 黒田純司 42 43 85 21 64

3 位 今西伸之 47 49 96 31 65

< 敬称略 >

87

平塚哲二カップ・プロアマトーナメント

賞金総額3,000,000円
プロの部優勝は、瀬戸瑞希プロ！

スタッフ一同、心より
感謝の気持ちを込めて…

おかげさまで開場50周年 記念競技2日間開催！

10月25日（火）に行われた『平塚哲二カップ・プロア
マトーナメント』決勝大会。当日はあいにくの雨模様と
なったものの、女子プロ32名、アマチュア93名、総勢
125名の方々にご参加いただきました。女子プロ同組
ということもあり、中にはティーショットからアプローチ、
パッティングまでレッスンを受けながらラウンドされて
いる組も。終始、和気あいあいとプレーが進む中、見
事プロの部で優勝に輝いたのは瀬戸瑞希選手。また
スクラッチの部では川中邦年様、WPの部では加藤幹
雄様がそれぞれ勝利を納められました。

9月3日（土）、4日（日）の2日間にわたって
開場50周年記念競技を開催いたしました。
両日とも満員御礼、たくさんのメンバー様にご
来場いただき誠に有難うございました。
ご来場いただいたメンバー様に
は、開場50周年を記念して作っ
たオリジナルのタグをプレゼン
ト。競技の賞品も豪華な品々が
並びました。
また会場では美味しいお料理
を囲み、会員様どうしゆっくり
と親睦を深めていただきました。

rank name out in gross

＜プロの部＞ 32 名

優勝 瀬戸　瑞希 37 35 72

＜スクラッチの部＞ 27 名

優勝 川中　邦年 38 36 74

＜ WP の部＞ 66 名

優勝 加藤　幹雄 42 38 80
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公式競技　結果報告
Results of Official game

梅田 智之

クラブ選手権
2016.10.23
優 勝

優 勝

2R目に並ばれましたが、バーディを取りに行かずパープレーに徹しま
した。とにかく、最後はメンタル。技術は同レベルでした。落ち着いて自
分のプレーが出来たことが勝因になったと思っています。5月の理事長
杯、スクラッチ競技の優勝コメントで、「クラブ選手権優勝を目指す」と申
し上げていましたが、それが実現できて満足しています。この結果に甘
んじることなく、今後も益々精進していきたいと思います。

昨年はシニア選手権に勝たせていただき、本来なら今年も同選手権
に出場する予定でしたが、今年71歳になるのを機会に、グランドシニア
選手権に出場させていただきました。

近年腰痛が出てきて、ゴルフができるか不安もあった中、無事プレー
を終えることができました。そして選手権にも勝たせていただきました。あ
りがとうございました。

今後も腰痛と付き合いながら、ゴルフを続けていきたいと思います。

永年の間、ゴルフでご一緒させていただいている方 と々の予選及び一
回戦から決勝までのプレーは、気持ちの良い緊張感の中、実力以上のも
のが出た結果、優勝の二文字を頂戴いたしました。また古希としても思
い出に残る大会となりました。

甲賀カントリー俱楽部会員及びスタッフの皆様方のご健康とご多幸
を祈り、挨拶とさせていただきます。

北中 長夫

シニア選手権
2016.10.23

神戸 優

グランドシニア選手権
2016.10.13 
優 勝

16 15

1 不戦勝

5-4

6-4 3-2

13-11 7-6

2UP

3-2

2-1

3-1 7-6

3-15-4

2

8 7

9 10

4 3

13 14

5 6

12 11

梅田　智之 伊藤　智史

土川　和敞 竹島　道之

杉本　清 安田　義博

中水　滋己 金子　征嗣

山本　洋樹 小島　康弘

佐藤　武 田原　大志

川中　邦年 松村　雅人

谷口　正士 浅原　克浩

16 15

1 6-5 4-3

4-3

3-2 4-3

2-1 4-2

4-3

5-4

2

8 7

9 10

4 3

13 14

5 6

12 11

齊藤　孝志 末田　雄士

中口　輝昭 山﨑　糸治

秋丸　惠 橋本　貞男

北中　長夫 奥村　善彦

山本　幸正 作田　勝弘

三久保量章 寺西　孝之

髙木　敏 田上　知

赤木　渉 古川　嘉久

1UP

3-1

2-42-1

1UP
 ■ 月例杯

Aクラス(優勝) Bクラス(優勝) C クラス (優勝) シニアクラス (優勝) グランドシニアクラス(優勝)

8 月 山本 洋樹 山本 和弘 市岡 悟 山口 直紀 円水 成行 

9 月 伊藤 智史 室田 孝学 西井 雅幸 園田 正雄 進士 晴高

10 月 川中 邦年 園田 正雄 田村 晶子 園田 正雄 有田 正義

11 月 作田 勝弘 山本 哲也 寺田 清作 園田 正雄 守屋 憲人 

12 月 北川 明広 守屋 憲人 荻田 久昭 前田 正尚 中嶋 忠男

 ■ 各種競技結果

開場記念競技① 2016.9.3 
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

駒井 亨治 宮嶋 信之 大八木貴之 

開場記念競技② 2016.9.4
A クラス （優勝） Bクラス（優勝） C クラス（優勝）

神戸　優 園田 正雄 田村 晶子

南新太郎メモリアル競技 2016.11.23
ABC 合同 （優勝）

北村 良藏

< 敬称略 >

rank name out in gross total

優勝 神戸　優 
41 36 77 155
40 38 78

準優勝 小林　三男 
41 37 78 157
40 39 79

3 位
村山　恒男 

41 41 82 169
43 44 87

山本　山治
43 42 85 169
43 41 84

梅田　智之

北中　長夫
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会員様からの近況報告  

　新年明けましておめでとうございます。
　私がゴルフを始めたのは、まわりに甲賀カ
ントリー倶楽部のメンバーが多かったことが
きっかけでした。1990年に甲賀カントリー倶
楽部に入会し、そのあと妻も会員となり、現在
も夫婦揃ってメンバーとしてプレーを楽しん
でいます。　
　8年前に脳卒中を患い、一時はゴルフも出
来なくなると覚悟もしておりましたが、一緒
にゴルフをしていた仲間に勇気づけられ、ま
た妻の支えもあり、何とかゴルフができると
ころまで復帰することが出来ました。今では
年間100回ものラウンドを回ってプレーして
います。
　ゴルフをする仲間に恵まれ、スタッフの皆
様にもよくしてもらい、現在、ゴルフ人生を満
喫することができ本当に感謝しています。
　これからも、健康の為、夫婦揃ってゴルフ
を楽しみたいと思っております。どうか皆
様、末永くおつき合いの程、よろしくお願い
します。

　甲賀カントリー倶楽部会員並びに関係者の
皆様、あけましておめでとうございます。
　今年私は48歳になる年男です。ゴルフを始
めたのは約30年前、父が、大学生であった私
を、「コンペに欠員が出たから来てくれ。」と半
ば強引に誘ってくれたのがきっかけです。練習
もソコソコに連れて来られたのが甲賀カント
リー倶楽部でした。当然の事ながら、ドライ
バーショットはチョロばかり。いやになりかけ
ていた終盤、OUT7番で初のナイスショット！
快感でした。自分で打った白い球が、青い空と
緑のフェアウェーをバックに飛んでいく様を今
も覚えています。その一打でゴルフの魅力にと
りつかれた私は、逆に父に教えを乞う様にま
でなりました。
　以来、趣味としてゴルフを楽しんでおります。
仕事の上でもお客様とゴルフの話に花が咲くこ
とも多く、社交の場として甲賀カントリー倶楽部
にお伺いする機会も増えました。
　2017年、今年もゴルフが楽しめる平和な一
年になりますように、また、甲賀カントリー倶楽
部、及び会員の皆様の益々の発展を祈念致し
ます。

芝原 成光 様 野口 周作 様

Messages from members

　甲賀カントリー倶楽部の皆様、明けましてお
めでとうございます。
　私がゴルフをするきっかけになったのは、ゴ
ルフはプレーをしながら自然の中で季節を楽し
め、四季の花々や小鳥たちのさえずりが、心を
魅了してくれるからです。またプレーする方と
も、1日一緒にいることができるため、交流と親
睦を深められる意味では最高だと思います。
　甲賀カントリー倶楽部は、地域に密着したゴ
ルフ場で、スタッフの皆様とお客様の距離も近
く、アットホームな雰囲気を感じます。それでい
て、スタッフの教育はきちっとできていて「また
来よう！」と思わせる不思議なゴルフ場です。
　昨年の思い出深い出来事といえば9月に、一
緒にラウンドした方が4番ホールでホールインワ
ンを達成されたこと。その瞬間を私が現認した
ことが一番印象に残っています。
　私自身も、健康に心がけ生涯スポーツとして、
今後も健康である限りゴルフは続けていきたい
と願っております。
　会員の皆様におきましても、私のような思いを
お持ちの方が増えていくと思います。機会があ
れば、是非一緒にプレーを楽しみたいと思いま
すので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

園田 正 様
1957年（昭和32年）生 1945年（昭和20年）生 1969年（昭和44年）生

田中 憲一 様　 五十嵐健治 様
土川    実 様　　　 赤岡 明夫 様
竹井 友明 様　　　 竹井奈緒美 様
藤井 実江子 様　　 藤田 明浩 様
髙    利昭 様　　　 上西 宗太 様
足立美代子 様　　 足立    剛 様
川南    毅 様　　　 小西 和美 様
名鷺 康佑 様　　　 伊藤 大輔 様
黄瀬 幸枝 様　　　 神農 善徳 様
西堀    武 様　　　 山口 直紀 様
前田 正尚 様　　 三峰 詳晴 様
大森 七幸 様　　 文山    守 様
山口 爲重 様　　 神谷 拓馬 様
本田 俊幸 様　　 園田 正雄 様
田村 晶子 様　　 谷口    正 様
三木 章男 様　　 片山 一志 様
柏原    誠 様　　　 前田 忠憲 様
山元 茂樹 様　　 北野裕一郎 様
近藤 昌之 様　　 畑野    宏 様
竹若 宏紀 様　　 高島 直紀 様
北川 裕子 様　 近藤 久人 様
小林 季史 様　　 藤井佐和子 様
山本 賢治 様　　 池内 秀樹 様
土田 孝司 様　　 瀬田 令二 様
尾瀬 道夫 様　　 宮口 正利 様
田中 典夫 様　　 前村 章 様
多田富起男 様 井上 博志 様
濱路 萬美 様 粟飯原博行 様
奥村    裕 様

新入会員様ご紹介
（2016年1月〜12月まで）

以下の皆様が新しく甲賀CCの一員に加わら
れました。今後ともどうぞよろしくお願い致し
ます。

酉年の年男さんに「ゴルフを始めたきっかけ」
について、お聞きしました。
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冬のＧＯＬＦを楽しく
お得に♪受付開始

2016年
12月19日（月）

2017年
3月10日（金）

昼食代、カートフィー
1,080円、利用税65

0円、協力金50円が必
要です。

レストランでのお食事
は必須となります。

キャディ付きは、メンバー
２，２62円ＵＰ、ビジター２

，916円ＵＰ

　昨年は怪我からの本格復帰の1年、また
『生涯獲得賞金ランク上位25位』の権利を行
使しての勝負の1年でした。6月の国内男子ツ
アー「ISPSハンダグローバルカップ」では、5位
タイと日本勢で唯一のトップ10に入り、復帰後
のベストフィニッシュを飾ることができたもの
の、その後は身体の不調も手伝い、思うように
成績があがらず、もどかしい状態が続いていま
した。
　それでもあきらめることなく、自分自身と闘
いながらプレーを続け、迎えた11月の「カシオ
ワールドオープン」。最終日が雨で中止になっ
たことによる加算賞金の減額（75％）の影響も
あり、なんとか僅差で念願のシード復帰を果
たすことができました。
　これも日頃からの皆様のご声援のおかげと
心から感謝申し上げます。幸運も味方しての
シード復帰となりましたが、この機会を無駄に
することなく、本年も一戦一戦大切にプレー
に臨んでまいります。どうか今後も温かいご支
援をよろしくお願いいたします。

平塚プロからのメッセージ
 A Message from Tetsuji Hiratsuka 

おかげさまで、
念願のシード復帰！
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平塚プロ 2016年 年間結果
日時 ツアー名 順位 獲得賞金

01.28-01.31 SMBCシンガポールオープン 45T ￥616,299
02.04-02.07 レオパレス21ミャンマーオープン 64T ￥246,221
04.14-04.17 東建ホームメイトカップ 予落 -
04.21-04.24 パナソニックオープン 28T ￥1,056,428
04.28-05.01 中日クラウンズ 57 ￥283,200
05.19-05.22 関西オープン 予落 -
05.26-05.29 〜全英への道〜　ミズノオープン 27T ￥740,000
06.02-06.05 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills 予落 -
06.23-06.26 ISPSハンダグローバルカップ 5T ￥3,633,333
06.30-07.03 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ 33T ￥857,500
07.07-07.10 日本プロゴルフ選手権　日清カップヌードル杯 予落 -
07.21-07.24 ダンロップ・スリクソン福島オープン 29T ￥325,833
08.25-08.28 RIZAP KBCオーガスタ 46T ￥304,800
09.01-09.04 フジサンケイクラシック 予落 -
09.15-09.18 ANAオープン 予落 -
09.22-09.25 アジアパシフィック　ダイヤモンドカップゴルフ 33T ￥892,500
09.29-10.02 トップ杯東海クラシック 予落 -
10.06-10.09 HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 棄権 -
10.20-10.23 ブリヂストンオープン 予落 -
10.27-10.30 マイナビABCチャンピオンシップ 50T ￥385,333
11.17-11.20 ダンロップフェニックス 58T ￥464,000
11.24-11.27 カシオワールドオープン 66 ￥328,500
国内獲得賞金ランキング 82位    賞金総額 ￥10,133,947.-


