
順    位 氏      名 OUT ＩＮ TOTAL Hdcp NET

優   勝 振屋　将大 44 44 12.0 32.0
準優勝 木下　博史 42 42 9.6 32.4
第３位 山端　寛之 40 40 7.2 32.8
第４位 寺野　弓夫 40 40 7.2 32.8
第５位 中村　尊重 36 36 2.4 33.6
第６位 小方　好道 39 39 4.8 34.2 第20位 様

第７位 辻　寛治 45 45 10.8 34.2 第25位 様

第８位 藤田　美穂 45 45 10.8 34.2 第30位 様

第９位 廣江　とよ子 37 37 2.4 34.6 第35位 様

第10位 松原　弘明 37 37 2.4 34.6 第40位 様

第11位 深沢　弘人 43 43 8.4 34.6 第45位 様

第12位 小林　稔 43 43 8.4 34.6 第50位 様

第13位 深沢　翔太 42 42 7.2 34.8 第55位 様

第14位 鈴木　保 42 42 7.2 34.8 第60位 様

第15位 小俣　正治 48 48 13.2 34.8 敬称略 参加者 110 名
アトラクション

OUT組

IN組

清水　隆

キャロウェイカップ 令和2年2月18日

塩沢　健一

杉山　和夫

小俣　隆

加茂　功

田中　るみ

佐藤　盛夫

古屋　勝

渡辺　誠

ニアピン No5 小俣　隆 様・No8 門井 勇一 様 ドラコン　No9(男性) 山口 貴之 様・(女性) 広瀬 由実 様

ニアピン No12 村上 達美 様・No14 中村 尊重 様 ドラコン　No18(男性) 深沢 翔太 様・(女性) 音道 江里子 様

優勝した振屋 将大 様

キャロウェイカップの賞品リスト 参加者１１０名



2021キャロウェイカップの賞品リスト(参加者１１０名) 今年も最初のオープンコンペ！

110名もご参加頂き盛大に開催

することが出来ました。

ありがとうございましたm(__)m
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スプリングオープン

　参加費　会員８,６００円　 ビジター９,８００

勝沼ＧＣシャトレーゼ８周年プレミアムオープン

　　参加費　会員９,６００円　　 ビジター１０,８００

第２５回 ダブルスオープン

　　参加費　会員８,６００円　　 ビジター９,８００

アサヒビール杯

　　参加費　会員９,１００円　　 ビジター１０,３００

フルーツ杯　さくらんぼの日オープン

　　参加費　会員９,６００円　　 ビジター１０,８００

フルーツ杯　桃の日オープン

　　参加費　会員８,７００円　 ビジター９,８００

第２６回 ダブルスオープン

　　参加費　会員７,７００円　 ビジター８,８００

キリンビール杯

　　参加費　会員８,２００円　 ビジター９,３００

フルーツ杯　ぶどうの日オープン

　　参加費　会員９,６００円　 ビジター１０,８００

フルーツ杯　ぶどうの日オープン(２日目)

　　参加費　会員９,６００円　 ビジター１０,８００

秋の大収穫祭オープン

　　参加費　会員９,５００円　 ビジター１０,７００

勝沼GC開場３３周年プレミアムオープン

　　参加費　会員１０,５００円　 ビジター１１,７００

年末感謝杯

　　参加費　会員９,１００円　 ビジター１０,３００

2022年
シャトレーゼオープン
　参加費　会員７,７００円　 ビジター８,７００

スプリングオープン
　参加費　会員８,６００円　 ビジター９,８００

第２７回 ダブルスオープン
　　参加費　会員８,６００円　 ビジター９,８００

１２月 9日(木)

シニア選手権大会(会員限定)

１０月
14日(木)

28日(木) クラブ選手権大会・レディス選手権(会員限定)

１１月 11日(木)

８月 19日(木)

９月

1日(水)

9日(木)

30日(木)

６月 10日(木)

７月
8日(木)

29日(木)

５月 13日(木)

2021年(令和３年) 勝沼ゴルフコース　オープンコンペ他一覧

３月 11日(木)

４月
8日(木)

22日(木)

２月 10日(木)

３月
10日(木)

31日(木)

優勝 Callaway ドライバー(EPIC　SPEED)

準優勝 Callaway トートバッグ

第3位 Callaway ボストンバッグ

第4位 Callaway トートバッグ

第5位 Callaway トラベルカバー

第6位 Callaway UV傘

第7位 Callaway トートバッグ

第8位 Callaway トートバッグ

第9位 Callaway ポーチ

第10位 勝沼ゴルフコースペア２名様ご招待券

第15位 Callaway ポーチ

当日賞 昇仙峡CC１組４名様ご招待券

第20位 Callaway キャップ

第25位 冷凍ガトーアソート23

第30位 Callaway バイザー

第35位 冷凍グランレシピズ19個入

第40位 Callaway ボトルホルダー

第45位 冷凍ガトーアソート23

第50位 勝沼ゴルフコースペア２名様ご招待券

第55位 冷凍グランレシピズ19個入

第60位 Callaway ボトルホルダー

第65位 冷凍ガトーアソート23

第70位 Callaway アクティブUTケース
第75位 冷凍グランレシピズ19個入
第80位 Callaway ボールケース
第85位 冷凍ガトーアソート23
第90位 Callaway ボールケース
第95位 冷凍グランレシピズ19個入
第100位 ヴィンテージGC１組４名様ご招待券

第105位 冷凍どらやきカステラ21
ＢＢ Callaway ギフトセット
BM Callaway パターカップ


