2018 年度

北海道ゴルフ連盟主催競技参加資格者一覧表

2018 年 3 月現在
１．北海道アマチュアゴルフ選手権予選競技参加資格者
1)前年度 東日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技結果 ２位〜１０位ﾀｲ
該当者なし
２．北海道アマチュアゴルフ選手権決勝競技参加資格者 【２８名】
1)北海道アマチュアゴルフ選手権 過去５年間の優勝者
2013 年度 佐藤 太地 （シェイクスピア） ※Ｐ
2014 年度 片岡 尚之 （シェイクスピア）
2015 年度 佐藤 太地 （シェイクスピア） ※Ｐ
2016 年度 片岡 尚之 （シェイクスピア）
2017 年度 植竹 勇太 （帯 広 国 際） ※Ｐ
2)前年度 北海道アマチュアゴルフ選手権 ２位〜１０位タイ
７位
宮本 太郎 （札
幌）
２位 片岡 尚之 （シェイクスピア）
２位 佐藤 真喜 （千
歳）
８位
松本 幹久 （シェイクスピア）
４位 山本 純也 （HGA 個人会員）
９位
山下 将司 （シェイクスピア）
５位 長谷川大晃 （旭
川）
９位
国枝 太一 （JGA ジュニア会員）
５位 鳥海 颯汰 （帯 広 国 際）
3)前年度 北海道オープンゴルフ選手権 アマチュア上位５名
ローアマチュア 片岡 尚之 （シェイクスピア）
２位 坂本 将規 （ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ）
３位 鳥海 颯汰 （帯 広 国 際）
３位 長谷川大晃 （旭
川）
５位 国枝 太一 （JGA ジュニア会員）
4)前年度 北海道ミッドアマチュアゴルフ選手権 上位３位タイ
優勝 佐藤 真喜 （千
歳）
２位 和賀 勇介 （千
歳）
３位 小宅 睦夫 （恵
庭）
３位 宮本 太郎 （札
幌）
３位 戸澤 康人 （千
歳）
３位 森木 章年 （札 幌 国 際）
5)前年度 北海道シニアゴルフ選手権大会 優勝者
博 （阿
寒）
優勝 奥
6)前年度 北海道学生ゴルフ選手権 上位２名
優勝 坂本 将規 （札 幌２年）
２位 小関 泰生 （東京農３年）
7)前年度 北海道ジュニアゴルフ選手権
男子１５歳〜１７歳の部 優勝者
１２歳〜１４歳の部 優勝者
優勝 高橋 遼羽 （澄川中３年）
優勝 国枝 太一 (IMG ACADEMY３年)
8)前年度 東日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技結果 優勝者
該当者なし
9)前年度 オール北海道アマゴルフ選手権大会 シード有資格者を除く上位１０名
１位 星井 啓輔 （札
幌）
６位
小村 優太 （真 駒 内）
２位 秋野 一浩 （ちとせインター）
７位
小林 敏明 （ザ･ノースカントリー）
３位 高橋 和雄 （札 幌 南）
８位
岡
昌史 （ザ･ノースカントリー）
４位 鏑城 俊介 （札幌リージェント）
９位
馬渕 敦飛 （帯 広 国 際）
５位 神山 和人 （函
館）
10 位 阿保
浩 （阿
寒）

３．北海道女子アマチュアゴルフ選手権競技参加資格者 【３名】
1)北海道女子アマチュアゴルフ選手権 過去５年間の優勝者
2013 年度 藤田 光里 （JGA ジュニア会員） ※Ｐ
2014 年度 小祝さくら （札幌リージェント） ※Ｐ
2015 年度 吉本ここね （ＪＧＡジュニア会員）
2016 年度 小祝さくら （札幌リージェント） ※Ｐ
2017 年度 政田 夢乃 （セベズヒル）
2)前年度 北海道ジュニアゴルフ選手権
女子１５歳〜１７歳の部 優勝者
１２歳〜１４歳の部 優勝者
優勝 吉本ここね （札幌光星高３年）
優勝 西澤 里世 （中島中３年）
４．北海道シニアゴルフ選手権決勝競技参加資格者 【２３名】
1)北海道シニアゴルフ選手権 過去５年間の優勝者
2013 年度 高嶋
博 （札幌リージェント）
2014 年度 鎌田 敏雄 （帯
広）
2015 年度 奥
博 （阿
寒）
2016 年度 藤田功美雄 （大沼レイク）
2017 年度 奥
博 （阿
寒）
2)前年度 北海道シニアゴルフ選手権 ２位〜１０位タイ
２位 小林 敏明 （ザ･ノースカントリー）
７位
松ヶ崎真秀 （札
幌）
３位 中山 千徳 （札 幌 芙 蓉）
８位
鈴木
肇 （札幌リージェント）
３位 金
一博 （帯
広）
８位
宿村 光昭 （室
蘭）
３位 岡本 昭彦 （釧
路）
８位
鎌田 敏雄 （帯
広）
６位 西川 和夫 （札 幌 国 際）
８位
岩﨑 一則 （滝
の）
3)前年度 オール北海道シニアゴルフ選手権大会 シード有資格者を除く上位１０名
６位 高橋 成司 （ツキサップ）
１位 和田 良穂 （セント旭川）
２位 戸澤 康人 （千
歳）
７位 小渡 俊明 （ﾌｫﾚｽﾄ旭 川）
３位 千家 良三 （ツキサップ）
８位 松本 文治 （千 歳 空 港）
４位 大澤
稔 （恵
庭）
９位 佐藤 行宏 （十
勝）
５位 鈴木 啓一 （真 駒 内）
10 位 上田 尚登 （紋
別）
５．北海道オープンゴルフ選手権参加資格者 【プロフェッショナル３１名 アマチュア６名】
1)本競技の歴代優勝者
後藤 満吉
宝力 寿教
佐藤えいち
崎山 武志
野辺地 純
窪田 清水
高橋 勝成
田中 文雄
井上 清孝
嘉数 光倫
具
滋勲
額賀 辰徳
加瀬 秀樹
竹田 賢治
小島 昭彦
野辺地 鼎
高橋
完
大川 尚弥
前田 雄大
大谷 俊介
山本 雅明
高見 和宏
久保 超路
桑原 克典
岡島 功史
上原 宏一
大山
健
佐々木久行
上田 成人
佐藤 昌一
大森 美幸
増田 伸洋
溝口 英二
2)前年度 北海道オープンゴルフ選手権 ２位〜５位タイ
２位 大田和桂介
２位 *片岡 尚之
２位 安本 大祐
５位 久保 超路
3)前年度 北海道アマチュアゴルフ選手権 優勝者
優勝 植竹 勇太 （帯 広 国 際）
4)前年度 北海道オープンゴルフ選手権 アマチュア上位３位タイ
ローアマチュア 片岡 尚之 （シェイクスピア）
２位 坂本 将規 （ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ）
３位 鳥海 颯汰 （帯 広 国 際）
川）
３位 長谷川大晃 （旭
5)前年度 全道クラブチャンピオンズゴルフトーナメント 優勝者
繁 （札
幌）
優勝 円谷

６．北海道ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝競技参加資格者 【１７＋α名】
1)北海道ミッドアマチュアゴルフ選手権 過去５年間の優勝者
2013 年度 円谷
繁 （札
幌）
2014 年度 宮本 太郎 （札
幌）
2015 年度 佐藤 真喜 （千
歳）
2016 年度 佐藤 真喜 （千
歳）
2017 年度 佐藤 真喜 （千
歳）
2)前年度 北海道ミッドアマチュアゴルフ選手権 ２位〜１０位タイ
歳）
７位 蛯名 和明 （小
樽）
２位 和賀 勇介 （千
３位 小宅 睦夫 （恵
庭）
８位 下川 直喜 （札
幌）
３位 宮本 太郎 （札
幌）
９位 持本 正博 （新 千 歳）
３位 戸澤 康人 （千
歳）
10 位 中里 邦洋 （ｱｲﾗﾝﾄﾞ御前水）
３位 森木 章年 （札 幌 国 際）
10 位 川西 正敏 （伊
達）
3)前年度 東日本パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権競技結果
該当者なし
4)前年度 オール北海道アマゴルフ選手権大会 シード有資格者を除く上位５名
１位 星井 啓輔 （札
幌）
４位 鏑城 俊介 （札幌リージェント）
２位 秋野 一浩 （ちとせインター）
５位 神山 和人 （函
館）
３位 高橋 和雄 （札 幌 南）
5)本年度 北海道アマチュアゴルフ選手権 有資格者の上位５位タイ
6)本年度 北海道シニアゴルフ選手権 優勝者

※Ｐ

は重複
は資格喪失者
はﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ転向

