
西尾ゴルフ杯2017決勝大会入賞者一覧

順位 入賞者名 賞品名 順位 入賞者名 賞品名
優勝 松田　源治 シャープＡＱＵＯＳ 40型４Ｋテレビ 150 西嶋和子 キャディバッグ　オークリー　&　ソックス　ドラゴンマイス

2 三輪　晃嗣 キャディバッグヘッドカバーセット　サイコバニー 155 伊藤陸造 キャップ　ホンマ　イ･ボミ サイン入り　&　ソックス　ドラゴンマイス
3 長田　紫野香 ドライバー　テーラーメイドＭ２（2017モデル）※スペック交換可 160 藤山清二 国産和牛（宅配）
4 三浦　宗樹 キャディバッグ　ミズノ 165 舘田　真佐子 キャップ　ホンマ　キム･ハヌル サイン入り　&　ソックス　ドラゴンマイス
5 岡安壽角 マッサージシート　ＴＯＲ（仲村トオルがＣＭ） 170 鈴木　勇 キャディバッグ　オークリー　&　ソックス　ドラゴンマイス
6 小川　裕 サングラス　オークリー 175 川澄　孫昭 うなぎ白焼き４尾（※手渡し）
7 高須徳実 スロージューサー　シャープヘルシオ 180 鵜殿健治 うなぎ白焼き４尾（※手渡し）
8 伴野　直樹 空気清浄器　プラズマクラスター 185 黒柳　信次 お肉（※手渡し）
9 加藤正雄 コラントッテのネックレス（ハンドタオル、石川遼サイン入りマーカー付き） 190 柴田　茂 季節のフルーツ（宅配）

ソックス　ドラゴンマイス 195 大須賀　慶一 お肉（※手渡し）
10 渡邉　勝行 自動調理鍋　シャープヘルシオ　&　ソックス　ドラゴンマイス 200 石川　義明 東京ディズニーリゾート ２デーパスポートスペシャル２名様分
11 神谷　善史 ショットナビ計測器（パター用機能付き）　&　ソックス　ドラゴンマイス 205 宮島央和 活き車えびorお肉（宅配）
12 岩戸しげ子 練習器具　ヘッドスピーダー　&　ソックス　ドラゴンマイス 210 山田　明 季節のフルーツ（宅配）
13 外山　修 アイロン　パナソニック　&　ソックス　ドラゴンマイス 215 糟谷　諭 干物（宅配）
14 稲垣孝司 車用空気清浄器　プラズマクラスター　&　ソックス　ドラゴンマイス 220 手島　博 レディースカートバッグ　アルチビオ　&　ソックス　ドラゴンマイス
15 若原健一 焦げ付かないフライパン鍋セット　セラフィット　&　ソックス　ドラゴンマイス 221 黒野　哲雄 ボール１ダース　飛翔
16 黒野　宰 ボストンバッグ（キャスター付き）　ヒマラヤゴルフ　&　ソックス　ドラゴンマイス 222 大見幸子 お米５ｋｇ（※手渡し）
17 鳥山成子 カートバッグ　サイコバニー　&　ソックス　ドラゴンマイス 223 高村　泰男 ボール１ダース　飛翔
18 神取　秀夫 カートバッグ　アドミラル　&　ソックス　ドラゴンマイス 224 沖田和夫 ボール１ダース　飛翔
19 杉浦　捷一郎 サンドウェッジ　クリーブランド　&　ソックス　ドラゴンマイス 225 中島　平吉 スマホ用自撮り棒　&　広角レンズセット　&　ソックス　ドラゴンマイス
20 杉浦　尚志 キャディバッグ　オークリー　&　ソックス　ドラゴンマイス 226 内藤孝一 ボール１ダース　飛翔
21 板倉　功 うなぎ白焼き４尾（宅配） 227 中谷　有 ボール１ダース　飛翔
22 重光明基 国産和牛（宅配） 228 北山　大資 ボール１ダース　飛翔
23 岩月照明 季節のフルーツ（宅配） 229 鈴木　啓治 ボール１ダース　飛翔　&　パウンドケーキ１函
24 浅岡利也 季節のフルーツ（宅配） 230 田中　博繁 活き車えびorお肉（宅配）
25 犬塚宣弘 ボストンバッグ　フットジョイ　&　ソックス　ドラゴンマイス 231 小笠原幸央 ボール１ダース　飛翔
26 榊原愼吾 うなぎ白焼き４尾（宅配） 232 松永春雄 ボール１ダース　飛翔
27 伊佐治　増晃 国産和牛（宅配） 233 鈴木　誠 ボール１ダース　飛翔
28 太田　五九郎 季節のフルーツ（宅配） 234 長坂　章尾 ボール１ダース　飛翔
29 渡辺　憲司 季節のフルーツ（宅配） 235 野田明美 冷凍ズワイガニ（※手渡し）
30 新美博光 スタンドキャディバッグ　ルコック　&　ソックス　ドラゴンマイス 236 樫本　一伸 ボール１ダース　飛翔
35 西村　衛 国産和牛（宅配） 237 天野克己 ボール１ダース　飛翔
40 半田　英一 季節のフルーツ（宅配） 238 永田加代子 ボール１ダース　飛翔
45 安藤　幹彦 トートバッグ　ダンスウィズドラゴン　&　ソックス　ドラゴンマイス 239 平岩　晃 ボール１ダース　飛翔
50 鈴木忠之 キャディバッグ　ＢＡＬＤＯ 240 加藤　寛治 レディースカートバッグ　アルチビオ　&　ソックス　ドラゴンマイス
55 山﨑保夫 ベルト　ロサーセン　&　ソックス　ドラゴンマイス 241 竹中　研二 ボール１ダース　飛翔
60 市川　壮文 季節のフルーツ（宅配） 242 加藤勝弘 ボール１ダース　飛翔
65 上橋　一信 ボストンバッグ　ヒマラヤゴルフ　&　ソックス　ドラゴンマイス 243 杉浦　誠治 ボール１ダース　飛翔
70 斎藤喜代治 キャディバッグ　オークリー　&　ソックス　ドラゴンマイス 244 柴崎鈴子 ボール１ダース　飛翔
75 鈴木　博 サンドウェッジ　クリーブランド　&　ソックス　ドラゴンマイス 245 中根康博 冷凍ズワイガニ（※手渡し）
80 金澤　烈 季節のフルーツ（宅配） 246 面谷　達郎 ボール１ダース　飛翔
85 山田冨貴子 国産和牛（宅配） 247 高原　憲夫 ボール１ダース　飛翔
90 稲吉五男 うなぎ白焼き４尾（宅配） 248 岩瀬　誠美 ボール１ダース　飛翔
95 板倉　政幸 スマホ用自撮り棒　&　広角レンズセット　&　ソックス　ドラゴンマイス 249 神谷壽什 ボール１ダース　飛翔

100 山本俊秋 ＵＳＪ年間パスポート２名様分 250 三治　信芳 レディースキャディバッグ　ルコック　&　ソックス　ドラゴンマイス
105 石原　一男 トートバッグ　オークリー　&　ソックス　ドラゴンマイス 251 斉藤勝広 ボール１ダース　飛翔
110 近藤　幹敏 うなぎ白焼き４尾（宅配） B.B 清水　れい子 レディースキャディバッグ　ルコック　&　ソックス　ドラゴンマイス
111 永坂　賢二 お米５ｋｇ（※手渡し） ホタル賞 橋本　雅裕 ゴルフ傘　ヒマラヤゴルフ　&　ソックス　ドラゴンマイス
115 黒野　和徳 ベルト　ヒマラヤゴルフ　&　ソックス　ドラゴンマイス
120 永山恵子 季節のフルーツ（宅配） 【グロスの部】
125 糟谷俊之 電子ケトル　ティファール　&　ソックス　ドラゴンマイス 男子１位 神谷雅彦 JCBギフト券10,000円分
129 前田立子 パウンドケーキ１函 男子２位 鈴木和之 JCBギフト券7,000円分
130 粕谷　浩 うなぎ白焼き４尾（※手渡し） 男子３位 山﨑保夫 JCBギフト券5,000円分
135 近藤若枝 水筒（１リットル）　サーモス　&　ソックス　ドラゴンマイス 女子１位 長田紫野香 JCBギフト券7,000円分
140 寺田由起子 うなぎ白焼き４尾（宅配） 女子２位 永山恵子 JCBギフト券5,000円分
145 倉内　勝 キャップ　ホンマ　小田孔明サイン入り　&　ソックス　ドラゴンマイス


