
順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 梶村夕貴 ¥305,000 2勝 第205回第213回W

2 安森一貴 ¥260,000 4勝 第197回 第200回 第209回W第215回W

3 黒川航輝 ¥260,000 2勝 第202回 第204回

4 石過功一郎 ¥201,500 3勝 第208回第210回第213回W 

5 黒川逸輝 ¥180,000 2勝 第204回第212回

6 櫻井隆輔 ¥170,000 1勝 第215回W

7 島野璃央 ¥140,000 2勝 第203回 第207回

8 徳光祐哉 ¥122,500 1勝 第214回

9 山浦太希 ¥115,000 1勝 第211回

10 池田拓巳 ¥115,000 1勝 第211回

11 飯田雄介 ¥92,500 1勝 第214回

12 すし石垣 ¥80,000 1勝 第212回

13 村山駿 ¥80,000 1勝 第212回

14 徳永圭太 ¥74,000 1勝 第208回

15 奥松良太＠ ¥74,000 1勝 第208回

16 多田旺生＠ ¥72,500 1勝 第210回

17 吉田泰基 ¥65,000 1勝 第212回

18 富永球道 ¥60,000 1勝 第216回W

19 石原龍之介＠ ¥60,000 1勝 第216回W

20 井上高明＠ ¥60,000
21 小西貴紀 ¥60,000 1勝 第198回

22 杉原光紀＠ ¥55,000 1勝 第213回W

23 藤山大耀 ¥50,000 1勝 第209回W

24 井上敬太 ¥35,000
25 松原大輔 ¥35,000
26 南大樹 ¥30,000
27 平野匡史＠ ¥30,000
28 久保田皓也 ¥30,000
29 中村光希 ¥30,000 1勝 第201回W

30 仁木卓磨 ¥30,000 1勝 第201回W

31 森下響＠ ¥30,000 1勝 第201回W

32 森下蓮 ¥30,000 1勝 第201回W

33 福濱将哉 ¥25,000
34 大嶋炎 ¥25,000
35 寺田天我 ¥15,000
36 江嶋太志 ¥15,000

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 寺岡沙弥香＠ ¥150,000 2勝 第200回 第202回

2 岡田樹花＠ ¥130,000 １勝 第208回

3 中野恵里花 ¥130,000 １勝 第205回

4 井手絵愛里 ¥100,000 １勝 第205回

5 水木春花＠ ¥55,000 １勝 第213回W

6 大久保柚季＠ ¥40,000

【２０２２年　PGCツアー賞金ランキング 男子】　　２０２２年１２月２２日現在

【２０２２年　PGCツアー賞金ランキング 女子】　　２０２２年１２月２２日現在



7 金田愛子 ¥35,000
8 木村綾杏 ¥35,000
9 和田優歩＠ ¥30,000

10 金田愛子 ¥10,000



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 奥松良太＠ ¥256,000 3勝 第86回第87回第90回
2 黒川航輝 ¥203,000 2勝 第92回第93回
3 野田祐次 ¥172,000 1勝 第74回
4 松本正樹 ¥158,000 1勝 第88回
5 松浦武史 ¥149,000
6 井上高明＠ ¥122,000 1勝 第79回
7 棚町駿 ¥120,000 2勝 第78回第80回
8 藤山大耀 ¥113,500 1勝 第85回
9 山浦太希 ¥100,000 1勝 第94回

10 安田賢史 ¥95,000 1勝 第82回
11 西村翼 ¥95,000 1勝 第76回
12 香川大樹＠ ¥95,000 1勝 第84回
13 森下響＠ ¥80,000 1勝 第81回
14 池田拓巳 ¥65,000 1勝 第93回
15 高谷康太郎 ¥65,000
16 多田旺生＠ ¥62,000
17 上原忠士 ¥55,000
18 池田悠希＠ ¥45,000 1勝 第73回
19 橋本容典 ¥43,000
20 福濱将哉 ¥41,000
21 井上旺 ¥40,000 1勝 第87回
22 駒澤賢一郎 ¥40,000
23 生山堅哉＠ ¥38,000
24 卜部凡夫 ¥37,000
25 富永球道 ¥33,000
26 古島壮 ¥27,000
27 西川拓巳 ¥25,000
28 上松佑平 ¥25,000
29 井上旺 ¥25,000
30 MHIRA＠ ¥20,000
31 川端康功 ¥18,000
32 清水寿徳 ¥18,000
33 根津吉寛 ¥17,000
34 小木野太優＠ ¥15,000
35 下山誠 ¥15,000
36 劉世揚＠ ¥15,000
37 中村光希 ¥14,000
38 福山功太 ¥14,000
39 仁木祐輔 ¥13,000
40 森本直樹＠ ¥10,000

ネクストジェネレーションカップ【２０２２年　賞金ランキング 男子 】　２０２２年１2月2日現在



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 小林京加 ¥252,000 ２勝 第78回第91回
2 平岡瑠依 ¥174,000 ２勝 第81回第89回
3 寺岡沙弥香＠ ¥161,000 １勝 第79回
4 久世夏乃香＠ ¥115,000
5 岡田樹花＠ ¥110,000 ２勝 第79回第80回
6 國分彩那＠ ¥92,000 １勝 第83回
7 手束雅 ¥80,000 １勝 第75回
8 高木美空＠ ¥62,000 １勝 第77回
9 大久保柚季＠ ¥52,500 １勝 第86回

10 八木涼風＠ ¥50,000 １勝 第93回
11 鈴木陽彩＠ ¥50,000
12 中地萌 ¥45,000
13 中尾彩乃 ¥45,000
14 倉永光里 ¥32,000 １勝 第79回
15 阿部実里 ¥31,000
16 住野百果 ¥31,000
17 森田就子 ¥30,000
18 小野星奈 ¥28,000
19 大西穂佳＠ ¥24,000
20 西田茉楓 ¥22,000
21 宮本あゆ ¥15,000
22 木村綾杏 ¥15,000
23 北村優奈 ¥15,000
24 野村優花 ¥12,000
25 加藤麗奈＠ ¥11,000
26 植田梨奈 ¥10,000
27 藤崎咲良 ¥10,000

ネクストジェネレーションカップ【２０２２年　賞金ランキング 女子 】　２０２２年１2月2日現在



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 原田大介 ¥247,500 ３勝 第170回 第172回第186回

2 久保田皓也 ¥207,500 1勝 第186回

3 吉田泰基 ¥195,000 1勝 第180回

4 遠藤健太 ¥182,500 1勝 第186回

5 藤島豊和 ¥145,000 ２勝 第170回 第172回

6 松村景太 ¥125,000 ２勝 第174回第182回

7 徳光祐哉 ¥120,000
8 HWリュー ¥120,000 1勝 第191回

9 鈴木慶太 ¥115,000 1勝 第196回

10 北國譲斗志 ¥115,000 1勝 第196回

11 梶村夕貴 ¥110,000 1勝 第189回

12 村山駿 ¥110,000 1勝 第169回

13 島野璃央 ¥102,500 1勝 第186回

14 杉山佐智雄 ¥100,000 1勝 第175回

15 松本正樹 ¥95,000 1勝 第169回

16 小川翔 ¥90,000 1勝 第173回

17 ビケソバハニ ¥90,000 1勝 第171回

18 山浦一希 ¥80,000 1勝 第183回

19 安森一貴 ¥80,000 1勝 第188回

20 山浦太希 ¥75,000 1勝 第183回

21 石過功一郎 ¥70,000
22 小西貴紀 ¥65,000 1勝 第193回

23 柴田将弥 ¥65,000
24 藤田翼 ¥65,000
25 神農洋平 ¥65,000 1勝 第168回

26 河合庄司 ¥55,000
27 佐伯部竜也 ¥45,000
28 細野勇策 ¥45,000
29 清水寿徳 ¥40,000 1勝 第194回

30 竹川雄喜 ¥40,000
31 新木豊 ¥35,000
32 松原大輔 ¥35,000
33 棚倉強 ¥30,000 1勝 第194回

34 安達哲郎 ¥30,000 1勝 第194回

35 黒谷守廸 ¥30,000 1勝 第194回

36 石川元樹 ¥30,000
37 小斉平優和 ¥30,000
38 山本豪 ¥25,000
39 田村光正 ¥25,000
40 南大樹 ¥20,000
41 申雄 ¥20,000
42 皆本祐介 ¥20,000
43 伊藤善則 ¥15,000
44 黒川逸輝 ¥15,000
45 黒川航輝 ¥15,000
46 手束将之 ¥15,000
47 弓削淳詩 ¥10,000
48 平山壮大 ¥10,000

【２０２１年　PGCツアー賞金ランキング 男子】　　２０２１年１２月２７日現在



49 倉敷優磨 ¥10,000

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 大林奈央 ¥125,000 1勝 第181回

2 東風花 ¥110,000 1勝 第186回

3 矢口愛理 ¥105,000
4 中野恵里花 ¥95,000 1勝 第169回

5 平岡瑠依 ¥95,000 1勝 第171回

6 天本遼香 ¥75,000
7 澤田知佳 ¥60,000 1勝 第179回

8 中村若菜 ¥55,000 1勝 第176回

9 荒木美友 ¥35,000
10 山邊里奈 ¥30,000
11 村下妃成 ¥30,000 1勝 第182回

12 松永王花 ¥30,000 1勝 第182回

13 寺西飛香留 ¥30,000 1勝 第182回

14 手束雅 ¥30,000
15 築山華歩 ¥15,000
16 小野祐夢 ¥15,000
17 兼松亜衣 ¥10,000

大会名

168回W
168回W
168回W
169回
172回
172回
173回

172回W
174回W
174回W
174回W
177回W
177回W
179回

180回W
180回W
181回
181回
181回
184回

185回W
185回W
185回W
185回W
186回

中田康太郎 優勝
尾崎敬也 優勝
釣浦郁真 2位
河合慈英 2位

下家秀平 優勝

池田悠希 優勝

黒川航輝 優勝
黒川逸輝 優勝

池田悠希 優勝

清水寿徳 4位
井上高明 3位
井上高明 優勝

【２０２１年　PGCツアー賞金ランキング 女子】　　２０２１年１２月２７日現在

【２０２１年　PGCツアーオープントーナメント　アマチュア入賞者】　　２０２１年１２月２７日現在

選手名 入賞順位

井上高明 優勝
中田康太郎 2位
尾崎敬也 2位
國分彩那 2位
釣浦郁真 2位
河合慈英 2位

井上高明 優勝
澤田柚葉 3位

岡田樹花 優勝

黒川航輝 優勝

小林京加 3位
石過功一郎 2位

小林京加 2位



189回W
189回W
192回W
192回W
193回
195回
195回

久世夏乃香 優勝
池田悠希 2位

井上高明 優勝
石過龍次郎 2位

平田憲聖 2位

黒川航輝 優勝
黒川逸輝 優勝



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 野田祐次 ¥215,000 ２勝 第56回第71回
2 安森一貴 ¥177,000 ２勝 第50回第64回
3 申雄 ¥164,000 ２勝 第53回第65回
4 松浦武史 ¥133,500 1勝 第48回
5 酒井秀崇 ¥127,000 1勝 第63回
6 小川翔 ¥115,000 1勝 第61回
7 竹田慎之介 ¥110,000 1勝 第59回
8 中村匠汰 ¥109,000 1勝 第58回
9 松本正樹 ¥108,500 1勝 第68回

10 近藤玲央 ¥108,000 1勝 第49回
11 小野省之 ¥100,000 1勝 第70回
12 河合亮汰 ¥100,000 1勝 第51回
13 上田純也 ¥87,000 1勝 第55回
14 遠藤健太 ¥80,000 1勝 第55回
15 竹川雄喜 ¥78,000 1勝 第52回
16 松田聖司 ¥73,500 1勝 第48回
17 藤山大耀 ¥72,000 1勝 第70回
18 木下泰宏 ¥63,000 1勝 第57回
19 古川博庸 ¥62,000
20 本田駿 ¥60,000 1勝 第60回
21 安田賢史 ¥55,000
22 橋本容典 ¥55,000 1勝 第61回
23 古島壮 ¥53,000
24 高橋敏生 ¥45,000
25 早田貴洋 ¥35,000
26 船津良介 ¥35,000
27 岡本諒興 ¥30,000
28 谷本蓮 ¥30,000
29 下山誠 ¥26,000
30 内藤匡 ¥22,000
31 中谷樹 ¥20,000
32 高谷康太郎 ¥13,000
33 棚倉強 ¥12,000
34 早嵜雄登 ¥11,000
35 岡市端樹 ¥10,000
36 上原忠士 ¥10,000
37 杉原悠太 ¥10,000
38 佐伯部竜也 ¥10,000
39 迫田航季 ¥10,000

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 横井もも ¥127,000 2勝 第54回第55回
2 平岡瑠依 ¥110,000 １勝 第51回
3 新田有希 ¥97,000 １勝 第66回

ネクストジェネレーションカップ【２０２１年　賞金ランキング 男子 】　２０２１年１２月２０日現在

ネクストジェネレーションカップ【２０２１年　賞金ランキング 女子 】　２０２１年１２月２０日現在



4 野村優花 ¥94,500 2勝 第58回第62回
5 西岡利佳子 ¥93,500 2勝 第60回第61回
6 川中俊果 ¥92,000 2勝 第50回第55回
7 荒木美友 ¥62,000 １勝 第56回
8 中野恵里花 ¥58,000 １勝 第49回
9 天本遼香 ¥56,000

10 山邊里奈 ¥52,000 １勝 第71回
11 澤田知佳 ¥46,000 １勝 第59回
12 加藤沙弥 ¥45,000
13 杉原彩花 ¥43,000
14 中村若菜 ¥40,500 １勝 第61回
15 大林奈央 ¥38,000 １勝 第48回
16 坂金風妃 ¥37,500 １勝 第68回
17 薮田梨花 ¥32,000 １勝 第57回
18 兼松亜衣 ¥30,000
19 植田梨奈 ¥27,000 １勝 第58回
20 熊澤亜美 ¥27,000 １勝 第58回
21 辻岡愛理 ¥26,000
22 坂口悠菜 ¥25,000
23 寺西飛香留 ¥21,000 １勝 第57回
24 松本春香 ¥20,000
25 木村綾杏 ¥19,000 １勝 第65回
26 藤田かれん ¥19,000 １勝 第65回
27 越川晶子 ¥16,000
28 榎原右佳 ¥16,000
29 水越菜月 ¥15,000
30 小野星奈 ¥15,000
31 東風花 ¥13,000

大会名
第50回
第51回
第53回
第53回
第53回
第56回
第56回
第57回
第59回
第60回
第62回
第62回
第62回
第64回
第66回
第67回
第67回

3位

長谷川千尋
小林京加 優勝

優勝

高木美空 優勝
小木野太優

黒川逸輝 2位
黒川航輝 3位

ネクストジェネレーションカップ【２０２１年　アマチュア入賞】　　２０２１年１２月２０日現在

選手名 入賞順位
石過功一郎 3位
高木美空 2位

石過功一郎 2位

加藤麗奈 3位

加藤麗奈 2位
池田悠希 優勝
小林京加 優勝

大久保柚季 3位

加藤麗奈 優勝
岡田樹花 3位

岡田樹花 3位



第69回
第70回
第70回
第72回
第７2回加藤麗奈 2位

長阪綾苗 3位

池田悠希 優勝

高木美空 優勝

池田悠希 6位



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 松村景太 ¥500,000 ２勝 第１３９回W第１５２回

2 吉田泰基 ¥349,000 ２勝 第１４９回第１５２回

3 原田大介 ¥300,000 ３勝 第１３９回W 第１４０回W第１５７回W

4 徳光祐哉 ¥280,000 ４勝 第１５５回第１６０回第１６１回第１６３回

5 藤島豊和 ¥245,000 １勝 第１５７回W

6 河合庄司 ¥235,000 １勝 第１６２回W

7 松原大輔 ¥200,000 １勝 第１５６回

8 梶村夕貴 ¥195,000 ２勝 第１３９回W第１４６回W

9 澤崎安雄 ¥190,000 ２勝 第１４６回W第１５４回W

10 近藤玲央 ¥185,000 1勝 第１６０回

11 大谷俊介 ¥180,000 ２勝 第１４１回第１６２回W

12 森岡俊一郎 ¥178,400 ２勝 第１４５回第１４８回W

13 小斉平優和 ¥163,400 ２勝 第１４５回第１４７回

14 皆本祐介 ¥135,000 １勝 第１６２回W

15 江尻壮 ¥120,000
16 青山剛 ¥115,000 ２勝 第１３９回W 第１４０回W

17 杉山佐智雄 ¥110,000
18 佐藤太地 ¥110,000 1勝 第１５８回

19 杉下圭史 ¥110,000 1勝 第１５４回W

20 柴田将弥 ¥110,000 １勝 第１５１回W

21 小西貴紀 ¥110,000 1勝 第１４２回

22 竹川雄喜 ¥100,000 １勝 第１６５回

23 遠藤健太 ¥100,000
24 池見和輝 ¥100,000 １勝 第１４８回W

25 小林伸太郎 ¥100,000 1勝 第１４４回

26 田村光正 ¥90,000 １勝 第１６２回W

27 林周平 ¥89,000 １勝 第１４９回

28 阿久津未来也 ¥89,000 １勝 第１４９回

29 藤田翼 ¥80,000 １勝 第１５１回W

30 南大樹 ¥78,400 １勝 第１４５回

31 岡本頼樹 ¥70,000
32 ﾃﾞﾊﾞﾙﾊﾞｶﾞﾌﾞﾘｴﾚ ¥65,000 1勝 第１５０回

33 山本利技 ¥60,000
34 伊藤善則 ¥60,000 1勝 第１３９回W

35 弓削あつし ¥60,000 1勝 第１４３回

36 中村匠汰 ¥52,500 1勝 第１６４回W

37 松田聖司 ¥52,500 １勝 第１６４回W

38 光田智輝 ¥52,500 １勝 第１６４回W

39 吉桑祐太 ¥52,500 １勝 第１６４回W

40 亀代順哉 ¥50,000
41 久保田皓也 ¥45,000
42 富田雅哉 ¥45,000
43 田中大心 ¥45,000
44 田中泰芽 ¥45,000
45 下家秀翔 ¥45,000
46 島野璃央 ¥45,000
47 リチャードテイト ¥45,000 1勝 第１３９回W

48 生源寺龍憲 ¥40,000

【２０２０年　PGCツアー賞金ランキング 男子】　　２０２０年１２月２５日現在



49 飯田雄介 ¥40,000 1勝 第１６１回

50 川口雅晴 ¥35,000
51 倉敷優磨 ¥35,000
52 中塚武史 ¥30,000
53 森佑紀 ¥30,000
54 山本豪 ¥30,000
55 橋本龍位 ¥25,000
56 竹川加寿斗 ¥20,000
57 澤瀬遼馬 ¥20,000
58 松浦武史 ¥20,000
59 森井晶紀 ¥20,000
60 木下泰宏 ¥15,000
61 岡本諒興 ¥15,000
62 村山駿 ¥15,000
63 鍋谷太一 ¥15,000
64 鮓井伸和 ¥15,000
65 大川詩穏 ¥15,000
66 松本正樹 ¥10,000
67 今井陽介 ¥10,000
68 小寺健大 ¥10,000

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 平岡瑠依 ¥160,000 1勝 第１６５回

2 松本春香 ¥154,000 1勝 第１５２回

3 杉原彩花 ¥130,000 1勝 第１５０回

4 薮田梨花 ¥130,000 1勝 第１５５回

5 大林奈央 ¥110,000
6 澤田知佳 ¥100,000 1勝 第１４３回

7 荒木美友 ¥95,000 1勝 第１５２回

8 ｽﾀｲﾔｰﾉ梨々菜 ¥70,000 1勝 第１５８回

9 石川明日香 ¥70,000 1勝 第１４９回

10 西田茉楓 ¥65,000 1勝 第１５６回

11 中野恵里花 ¥60,000
12 村下妃成 ¥60,000 1勝 第１５９回W

13 名和良枝 ¥60,000 1勝 第１５９回W

14 後藤田寧々 ¥60,000 1勝 第１４４回

15 石田可南子 ¥45,000
16 築山華歩 ¥45,000 1勝 第１３９回W

17 中井千種 ¥40,000
18 石川夢香 ¥35,000
19 吉桑晴美 ¥35,000
20 境原茉紀 ¥35,000
21 東風花 ¥30,000
22 谷頭さつき ¥30,000
23 佐野愛 ¥30,000
24 後藤田寧々 ¥30,000
25 松永王花 ¥30,000
26 榎原右佳 ¥30,000
27 寺西飛香留 ¥25,000

【２０２０年　PGCツアー賞金ランキング 女子】　　２０２０年１２月２５日現在



28 藤田かれん ¥20,000
29 熊澤亜美 ¥20,000
30 隅原実優 ¥15,000
31 新田有希 ¥15,000
32 植手桃子 ¥15,000
33 エイミーコガ ¥15,000
34 植田梨奈 ¥15,000
35 笹原彩夏 ¥10,000

大会名
第１３９回ダブルス
第１４０回ダブルス

第１４２回
第１４５回

第１４６回ダブルス
第１４８回ダブルス
第１４８回ダブルス
第１５１回ダブルス
第１５１回ダブルス

第１５２回
第１５７回ダブルス
第１５９回ダブルス

第１６０回
第１６１回

第１６２回W
第１６６回ダブルス
第１６６回ダブルス
第１６６回ダブルス
第１６６回ダブルス尾崎敬也 ４位

河合慈英 優勝
釣浦郁真 優勝

中田康太郎 優勝

中田康太郎 ２位

久常涼 ３位

井上高明 ２位
川中俊果 優勝

井上高明 優勝
井上高明 ２位

青木香奈子 優勝

【２０２０年　PGCツアーオープントーナメント　アマチュア入賞者】　　２０１９年１２月２５日現在

選手名 入賞順位

久常涼 ４位

４位
浜崎未来 ４位

尾崎敬也 ２位

奥松良太 ３位
生山堅哉 ３位

岡田樹花 優勝

井上高明 ２位

井上高明



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 吉田泰基 ¥610,500 ５勝 ㉔㉗㉘㉛㊵
2 安森一貴 ¥383,000 ４勝 ㉜㉞㉟㊴
3 松本正樹 ¥370,000 ３勝 ㉙㉜㊲
4 松浦武史 ¥336,000 ３勝 ㉒㊻㊼
5 遠藤健太 ¥325,000 ２勝 ㊱㊷
6 野田祐次 ¥285,000 ２勝 ⑳㉚
7 近藤玲央 ¥258,000 ３勝 ㉙㉝㊶
8 仁木祐輔 ¥233,000 ２勝 ⑲㊺
9 柴田将弥 ¥220,000 ２勝 ㉕㉟

10 池見和輝 ¥162,500 ２勝 ㉑㉖
11 河合亮汰 ¥138,500 １勝 ㉗
12 富永暁登 ¥92,000 １勝 ㊳
13 松田聖司 ¥81,000 1勝 ㊹
14 竹川加寿斗 ¥57,500 1勝 ㊸
15 藤山大耀 ¥56,000
16 原田陽平 ¥52,000
17 屋比久隆貴 ¥50,000
18 澤瀬遼馬 ¥49,000
19 神出慈郎 ¥45,000
20 金岡奎吾 ¥44,000
21 屋比久隆貴 ¥40,000
22 寺田紅黎斗 ¥38,500 １勝 ㉗
23 高橋敏生 ¥38,000
24 船津良介 ¥37,500 １勝 ㉑
25 豊山良 ¥37,500 １勝 ㉑
26 古川博庸 ¥37,000
27 小川翔 ¥32,000
28 棚倉強 ¥27,000
29 橋本容典 ¥25,000
30 柴田将弥 ¥25,000
31 安田賢史 ¥23,000
32 中妻駿介 ¥23,000
33 櫻井隆輔 ¥23,000
34 下家秀翔 ¥23,000
35 大嶋炎 ¥18,000
36 川崎慧士 ¥16,000
37 永通康太 ¥15,000
38 庄司祐貴 ¥15,000
39 下山誠 ¥14,000
40 手束将之 ¥13,000
41 上原忠士 ¥12,000
42 竹川雄喜 ¥11,000
43 倉元剛志 ¥10,000
44 石田寛樹 ¥10,000

ネクストジェネレーションカップ【２０２０年　賞金ランキング 男子 】　２０２０年１２月１８日現在



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 石川夢香 ¥264,000 ２勝 ㊲㊵
2 西岡利佳子 ¥196,000 ２勝 ㉜㊶
3 山本彩乃 ¥173,000 ２勝 ㉟㊺
4 中野恵里花 ¥146,000 １勝 ㉝
5 杉原彩花 ¥129,000 ２勝 ㉛㉞
6 平岡瑠依 ¥127,000 １勝 ㊱
7 荒木美友 ¥126,000 １勝 ㊷
8 佐野愛 ¥107,000 ２勝 ⑲⑳
9 隅原実優 ¥95,000 １勝 ㊼

10 薮田梨花 ¥62,000
11 中井千種 ¥60,000
12 須江唯加 ¥60,000
13 新真菜弥 ¥60,000 １勝 ㉙
14 吉原奈生子 ¥57,500 １勝 ㉑
15 藤崎咲良 ¥57,000
16 大林奈央 ¥55,000
17 垣優菜 ¥55,000 １勝 ㉕
18 中村若菜 ¥52,000 １勝 ㉘
19 嶋谷有紗 ¥50,000 １勝 ㉗
20 逢澤菜央 ¥45,000
21 熊澤亜美 ¥40,000
22 長尾美穂 ¥40,000
23 横井もも ¥40,000 １勝 ㊳
24 東風花 ¥33,000
25 寺西飛香留 ¥27,000
26 中尾彩乃 ¥22,000 １勝 ㉘
27 榎原右佳 ¥22,000 １勝 ㉘
28 坂口悠菜 ¥22,000
29 木村綾杏 ¥17,000
30 坂金風妃 ¥13,000
31 田中佑季 ¥12,000
32 竹ノ内南 ¥12,000
33 澤田知佳 ¥10,000
34 加藤沙弥 ¥10,000
35 松本春香 ¥10,000
36 境原茉紀 ¥10,000

大会名
⑲
㉓
㉔
㉔
㉖
㉖

9位
加藤麗奈 優勝

小木野太優 ２位

ネクストジェネレーションカップ【２０２０年　アマチュア入賞】　　２０２０年１２月１８日現在

選手名 入賞順位
小木野太優 4位

ネクストジェネレーションカップ【２０２０年　賞金ランキング 女子 】　２０２０年１２月１８日現在

池田悠希 優勝
小木野太優 7位
清水寿徳



㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊴
㊵
㊶
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺
㊻

加藤麗奈 ２位

大久保柚季 ３位

久世夏乃香 優勝

藤田かれん ４位
小木野太優 ３位

奥松良太 ４位

久世夏乃香 優勝

矢口愛理 ２位

久世夏乃香 優勝

今井健 ３位
藤山大耀 12位

清水寿徳 ４位

橋本美月 優勝

國分彩那 ２位

大久保柚季 ２位

小林京加 優勝



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 小西貴紀 ¥315,000 ４勝 第１１５回第１２０回第１２２回第１３０回

2 江嶋太志 ¥255,000 2勝 第１１６回第１１８回

3 島野璃央 ¥235,000 2勝 第１０８回第１２５回

4 杉山佐智雄 ¥225,000 2勝 第１２５回第１２８回

5 梶村夕貴 ¥215,000 1勝 第１２６回

6 松村景太 ¥195,000 2勝 第１３５回第１３８回W

7 仁木祐輔 ¥180,000 ３勝 第１０７回Ｗ第１０９回Ｗ第１２７回Ｗ

8 曾子軒 ¥165,000 2勝 第１１３回第１１４回

9 リチャードテイト ¥150,000 2勝 第１０７回Ｗ第１０９回Ｗ

10 川口雅晴 ¥145,000 2勝 第１２０回第１３２回

11 ﾃﾞﾊﾞﾙﾊﾞｶﾞﾌﾞﾘｴﾚ ¥125,000 1勝 第１３１回

12 永橋宏明 ¥120,000 2勝 第１１０回第１１７回

13 鮓井伸和 ¥115,000 2勝 第１２１回第１２３回

14 石川元樹 ¥110,000 1勝 第１３４回W

15 河合庄司 ¥110,000 1勝 第１３４回W

16 寺田天我 ¥105,000 1勝 第１１１回

17 山岡成稔 ¥100,000 1勝 第１３６回

18 白佳和 ¥100,000 １勝 第１２４回

19 山田潤 ¥85,000
20 綾本祥平 ¥85,000
21 松原大輔 ¥85,000 1勝 第１３７回

22 樫原大貴 ¥85,000 1勝 第１３３回

23 上平栄道 ¥80,000 1勝 第１２９回

24 永通康太 ¥75,000 1勝 第１０７回Ｗ

25 谷口祥麻 ¥60,000 １勝 第１１２回

26 原田大介 ¥50,000
27 藤島豊和 ¥50,000
28 南大樹 ¥50,000
29 小林伸太郎 ¥50,000
30 白石大和 ¥45,000
31 山根正 ¥45,000 １勝 第１２７回Ｗ

32 山下洋輔 ¥45,000 １勝 第１２７回Ｗ

33 橋本龍位 ¥45,000
34 松田聖司 ¥40,000
35 BKソバハニ ¥40,000
36 佐橋寿樹 ¥40,000
37 池見和輝 ¥35,000
38 森岡俊一郎 ¥35,000
39 平本穏 ¥35,000
40 大川詩穏 ¥35,000
41 渡名喜翔 ¥35,000 １勝 第１１７回

42 竹田慎之介 ¥35,000
43 屋比久隆貴 ¥35,000
44 キュウハンテイ ¥30,000
45 阿久津未来也 ¥30,000
46 平山壮大 ¥35,000
47 新井清貴 ¥25,000
48 松浦武史 ¥25,000
49 榎本剛志 ¥25,000
50 中村匠汰 ¥25,000
51 坂本一馬 ¥20,000
52 村上田 ¥20,000
53 大西速 ¥15,000
54 淺井勇志 ¥15,000

【２０１９年　PGCツアー賞金ランキング 男子】　　２０１９年１２月６日現在



55 中山達徳 ¥10,000
56 澤崎安雄 ¥10,000
57 小泉洋人 ¥10,000

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 荒木美友 ¥615,000 ７勝 第１１１回第１１２回第１２０回第１２２回第１２５回第１３５回第１３７回

2 平岡瑠依 ¥315,000 ２勝 第１１４回第１１９回
3 谷頭さつき ¥225,000 １勝 第１３２回
4 安東茉優 ¥190,000 １勝 第１２１回
5 鈴木花奈 ¥140,000 １勝 第１２３回
6 安山茜 ¥135,000 １勝 第１０８回
7 大林奈央 ¥120,000 １勝 第１２６回
8 寺西飛香留 ¥110,000 ２勝 第１１５回第１３１回
9 薮田梨花 ¥110,000

10 植田梨奈 ¥98,500 １勝 第１１８回
11 倉永光里 ¥95,000
12 山田彩歩 ¥80,000 １勝 第１２４回
13 滝本二葉 ¥65,000 １勝 第１１０回
14 奥山友梨 ¥63,500 １勝 第１１８回
15 吉桑晴美 ¥63,500 １勝 第１１８回
16 小川うらら ¥60,000
17 佐藤愛絵 ¥55,000
18 新田有希 ¥55,000
19 王天妤 ¥50,000
20 安藤京佳 ¥50,000
21 望月綾乃 ¥45,000
22 中井千種 ¥40,000 １勝 第１３０回
23 横井もも ¥40,000
24 嶋谷有紗 ¥40,000
25 新真菜弥 ¥35,000
26 石川怜奈 ¥35,000
27 識西諭里 ¥30,000
28 加藤沙弥 ¥30,000
29 松原由美 ¥30,000
30 姜致世 ¥25,000
31 天本遥香 ¥25,000
32 後藤田寧々 ¥20,000
33 櫻井有希 ¥20,000
34 藤崎咲良 ¥15,000
35 辻岡愛理 ¥15,000
36 坂金風妃 ¥15,000
37 ｽﾀｲﾔｰﾉ梨々菜 ¥15,000
38 高橋亜可里 ¥15,000
39 松井江理子 ¥10,000

大会名
第１０７回ダブルス

第１１０回
第１１３回
第１１４回
第１１５回
第１１６回
第１１６回
第１１７回

【２０１９年　PGCツアー賞金ランキング 女子】　　２０１９年１２月６日現在

【２０１９年アマチュア入賞者】　　２０１９年１２月６日現在

選手名 入賞順位
井上高明＠ 優勝

優勝

近藤玲央＠ ２位

幸勢城紗良＠ ６位

垣優菜＠ ２位
佐野愛＠

垣優菜＠ 優勝
２位

佐野愛＠ 優勝

佐野愛＠



第１１８回
第１１９回
第１１９回
第１２０回
第１２０回
第１２１回
第１２１回
第１２１回
第１２１回
第１２１回
第１２２回
第１２３回

第１２７回ダブルス
第１２７回ダブルス

第１３１回
第１３４回ダブルス
第１３４回ダブルス
第１３８回ダブルス
第１３８回ダブルス

井上高明＠ 優勝
久常涼＠ ４位

下室舞弥＠ ３位

垣優菜＠ ３位
井上高明＠ 優勝
井上高明＠ 優勝

佐野愛＠ ８位
下室舞弥＠ ９位
垣優菜＠

垣優菜＠ ２位

逢澤菜央＠

近藤玲央＠ ４位

６位

１０位

内田和広＠ 優勝
松本春香＠ ２位
垣優菜＠ ３位

松本春香＠ ４位

宮本光剛＠ ４位

高木美空＠ 優勝
井上高明＠ ３位



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 河尊永 ¥382,000 4勝 ⑦⑪⑬⑯
2 松浦武史 ¥275,000 2勝 ⑭⑰
3 船津良介 ¥210,000 2勝 ⑦⑨
4 三船優樹 ¥150,000 １勝 ⑮
5 薮田梨花 ¥135,000 １勝 ⑭
6 池見和輝 ¥129,000
7 屋比久隆貴 ¥126,000 １勝 ⑫
8 安田賢史 ¥105,000
9 中村匠汰 ¥102,000
10 嶋谷有紗 ¥99,000
11 安森一貴 ¥90,000 1勝 ⑱
12 仁木祐輔 ¥90,000
13 平岡瑠依 ¥90,000 １勝 ⑧
14 永通康太 ¥88,000
15 新田有希 ¥82,000 1勝 ⑰
16 嶋谷和真 ¥74,000 1勝 ⑰
17 荒木美友 ¥70,000 １勝 ⑪
18 安東茉優 ¥70,000 １勝 ⑪
19 河合亮汰 ¥66,500 １勝 ⑩
20 松田聖司 ¥62,000
21 吉原奈生子 ¥59,000
22 棚倉強 ¥57,000
23 徳光祐哉 ¥55,000
24 下山誠 ¥51,000
25 松永王花 ¥45,000
26 横井もも ¥45,000
27 前田衣里奈 ¥40,000
28 植手桃子 ¥35,000
29 倉永光里 ¥30,000
30 三倉誠生 ¥30,000
31 酒井秀崇 ¥27,000
32 山浦一希 ¥25,000
33 木米晋太郎 ¥22,000
34 手束将之 ¥22,000
35 姜致世 ¥21,000
36 藤本誠也 ¥20,000
37 柴田将弥 ¥20,000
38 笹原彩夏 ¥17,000
39 野田祐次 ¥16,000
40 小野省之 ¥15,000
41 鈴木保弘 ¥15,000
42 榎原右佳 ¥15,000
43 古川博庸 ¥15,000
44 國吉華純 ¥13,000
45 秋山沙恵子 ¥10,000
46 崎浜秀鷹 ¥10,000

ネクストジェネレーションカップ【２０１９年　賞金ランキング】　　２０１９年１２月２日現在



47 波田はるか ¥10,000
48 村上田 ¥10,000
49 安田賢史 ¥10,000
50 新井清貴 ¥10,000
51 谷本純菜 ¥8,000

大会名
⑨
⑨
⑨
⑩
⑩
⑪
⑭
⑭

宮本光剛 7位
丸井律輝 9位

渕野ひかる １２位
安本美咲 １１位

長阪綾苗 優勝
逢澤菜央 3位
幸勢城紗良 10位

ネクストジェネレーションカップ【２０１９年　アマチュア入賞】　　２０１９年１２月２日現在

選手名 入賞順位
近藤玲央 6位



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 原田大介 ¥770,000 ２勝 第８７回ファイナルカップ

2 梶村夕貴 ¥639,000 ５勝 第７６回ダブルス 第８９回 第９０回第１０１回ダブルス第１０３回

3 永橋宏明 ¥522,500 ３勝 第８０回第８２回第１０６回

4 松村景太 ¥505,000 ２勝 第７６回ダブルス 第７７回

5 中西雅樹 ¥485,000 ４勝 第８２回第８７回第９２回第１００回

6 寺田天我 ¥461,500 ２勝 第１０２回第１０３回

7 D・ガブリエレ ¥390,000 １勝 第８３回

8 島野璃央 ¥389,000 ２勝 第９４回第８８回

9 江嶋太志 ¥367,400 ２勝 第８６回第１０３回

10 友次啓晴 ¥352,500 １勝 第７８回

11 榎本剛志 ¥270,900 １勝 第７５回ダブルス 

12 川口雅晴 ¥260,000 １勝 第８４回

13 鮓井伸和 ¥240,000 １勝 第９５回

14 小西貴紀 ¥238,000 ２勝 第９７回第９８回

15 坂下竜三 ¥225,000 １勝 第１０１回ダブルス

16 河合亮汰 ¥200,000 ３勝 第８６回第１０４回第１０５回

17 リチャードテイト ¥195,000
18 阿久津未来也 ¥189,000 ２勝 第９０回第９４回

19 村山駿 ¥163,000 １勝 第９８回

20 渡名喜翔 ¥152,500 １勝 第７９回

21 小林伸太郎 ¥150,000
22 谷口力也 ¥124,000 １勝 第９４回

23 小斉平優和 ¥115,000 １勝 第９３回

24 田中泰芽 ¥110,000 １勝 第７５回ダブルス 

25 南大樹 ¥100,000
25 皆本祐介 ¥100,000 １勝 第９１回

25 原敏之 ¥100,000
28 山浦太希 ¥93,400
29 澤崎安雄 ¥90,000
30 伊藤修司 ¥85,000 1勝 第９６回

31 山本豪 ¥76,250
32 杉山佐智雄 ¥75,000
32 山田潤 ¥75,000
34 大西速 ¥72,500
35 新木豊 ¥70,000
25 白佳和 ¥70,000
25 西野琢仁 ¥70,000 １勝 第８５回

38 倉元剛志 ¥65,000
39 ビケソバハニ ¥61,250
40 堂本新太朗 ¥60,000
40 小泉洋人 ¥60,000
42 日高裕貴 ¥60,000
43 松原大輔 ¥50,000 1勝 第９９回

44 小畑拓威 ¥45,000
44 井上敬太 ¥45,000
44 安本尚弘 ¥45,000
47 橋本龍位 ¥40,000 １勝 第８６回

47 今井陽介 ¥40,000 １勝 第８６回

49 池見和輝 ¥37,500
50 淺井勇志 ¥35,000
50 鍋谷太一 ¥35,000
50 大谷俊介 ¥35,000
53 坂東拓也 ¥31,250
54 安田賢史 ¥30,000

【２０１８年　PGCツアー賞金ランキング 男子】　　２０１８年１２月７日現在



54 青山剛 ¥30,000
56 嶋谷和真 ¥27,500
57 上平栄道 ¥25,000
57 松下涼馬 ¥25,000
57 屋比久隆貴 ¥25,000
60 小西貴紀 ¥21,250
61 船津良介 ¥20,000
61 前川太治 ¥20,000
61 松田聖司 ¥20,000
64 中山達徳 ¥17,500
65 大川詩隠 ¥15,000
65 申雄 ¥15,000
65 姜志満 ¥15,000
65 宮内正人 ¥15,000
65 森本英明 ¥15,000
65 綾本祥平 ¥15,000
71 曾子軒 ¥10,000
71 山下洋輔 ¥10,000

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 後藤田寧々 ¥173,000 ２勝 第９０回第１００回
2 小川うらら ¥147,500 ２勝 第９３回第１０３回
3 王天妤 ¥130,000
3 スタイヤーノ梨々菜 ¥130,000 １勝 第７９回
5 成澤祐美 ¥120,000 １勝 第８４回
6 新真菜弥 ¥110,000 ２勝 第８２回第９９回
6 野村優花 ¥110,000 １勝 第９６回
6 加藤沙弥 ¥110,000 １勝 第８３回
9 エイミーコガ ¥105,000
9 下川佳恵 ¥105,000 １勝 第８０回第９４回

11 平岡瑠依 ¥100,000 １勝 第８８回
11 大坪祐美 ¥100,000
13 石河彩 ¥98,000 １勝 第９５回
13 中尾春陽 ¥98,000 １勝 第９５回
15 新田有希 ¥95,000
16 谷頭さつき ¥80,000 １勝 第１０２回
17 嶋谷有紗 ¥77,500
18 松原由美 ¥70,000
19 東風花 ¥50,000 １勝 第１０５回
20 櫻井有希 ¥45,000
20 須江唯加 ¥45,000
22 大林奈央 ¥40,000
22 大林万里 ¥40,000 １勝 第８７回
22 前田衣里奈 ¥40,000
25 姜致世 ¥30,000
25 山口詩菜 ¥30,000
27 安藤京佳 ¥25,000
28 寺西飛香留 ¥22,500
29 廣田真優 ¥20,000
29 鈴木真理 ¥20,000

大会名
第７７回
第７７回

【２０１８年アマチュア入賞者】　　２０１８年１２月７日現在

選手名 入賞順位

藤崎咲良＠
優勝
３位

小川うらら＠

【２０１８年　PGCツアー賞金ランキング 女子】　　２０１８年１２月７日現在



第８０回
第８１回
第８２回
第８３回
第８４回
第８４回
第８４回
第８４回
第８６回
第８６回
第８９回
第９３回
第９４回
第９４回
第９６回
第８８回

第１００回
第１０２回
第１０３回
第１０４回
第１０４回
第１０５回
第１０４回

ファイナルカップ2018
ファイナルカップ2018

下室舞弥＠ ２位
逢澤菜央＠ 優勝

佐野愛＠ 優勝

優勝
１０位

佐野愛＠ 優勝

山口奏美＠ ２位

中尾彩乃＠ ７位
佐藤愛絵＠ ８位

山浦一希＠ ３位

逢澤菜央＠ 優勝

小川うらら＠ 優勝

佐藤愛絵＠ ２位
小川うらら＠ 優勝
山口奏美＠ 優勝

２位

薮田梨花＠ ２位

小川うらら＠ ２位

４位

久常涼＠ ３位

松原果音＠

釣浦郁真＠

三倉誠生＠

近藤玲央＠ ４位
寺西飛香留＠ ２位

下室舞弥＠

下室舞弥＠ ２位

佐野愛＠ 優勝
下室舞弥＠ 優勝



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 河尊永 ¥338,000 ２勝 ②⑤

2 橋本容典 ¥214,500 ３勝 ①③④

3 島野璃央 ¥197,000 ２勝 ④⑥

4 池見和輝 ¥158,000 １勝 ⑤

5 淺井勇志 ¥90,000
5 松下涼馬 ¥90,000 １勝 ③④

7 嶋谷有紗☆ ¥87,000 １勝 ④

8 松田聖司 ¥80,000
9 福岡大河 ¥70,000
10 崎浜秀鷹 ¥67,500 １勝 ①

11 松浦武史 ¥60,000
12 波田はるか☆ ¥55,000
13 倉敷優磨 ¥50,000
13 上原忠士 ¥50,000
15 田村祐里☆ ¥45,000
16 植本健介 ¥40,000
16 屋比久隆貴 ¥40,000
18 森岡俊一郎 ¥35,000
19 永通康太 ¥30,000
20 大林奈央☆ ¥25,000
20 忠岡一清 ¥25,000
22 谷頭さつき☆ ¥20,000
22 倉元剛志 ¥20,000
22 鈴木絢賀 ¥20,000
22 竹田慎之介 ¥20,000
22 成田祐介 ¥20,000
22 西脇まあく ¥20,000
28 木米晋太郎 ¥15,000
28 影山拓真 ¥15,000
28 申雄 ¥15,000
28 中矢圭是 ¥15,000
28 小林昌平 ¥15,000
28 徳永弘樹 ¥15,000
34 鈴木保弘 ¥10,000
34 仁木祐輔 ¥10,000
36 風本琢磨 ¥10,000
36 藤後浩之真 ¥10,000
36 浅田光 ¥10,000

大会名
③
⑥
⑥
⑥

森川隆愛＠ １０位
寺西飛香留＠ １１位

ネクストジェネレーションカップ【２０１８年　賞金ランキング】　　２０１８年１０月１０日現在

ネクストジェネレーションカップ【２０１８年　アマチュア入賞】　　２０１８年１０月１０日現在

選手名 入賞順位

佐藤愛絵＠ ６位
寺西飛香留＠ ４位



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 青山剛 ¥1,045,000 ４勝 第６３回 第６５回ダブルス RIZAPGOLF特別大会　ファイナルカップ

2 川口雅晴 ¥720,833 ４勝 第５１回 第６４回 第７１回 第７２回

3 リチャードテイト ¥648,750 ３勝 第５８回ダブルス 第６２回 第７４回

4 松村景太 ¥432,083 ３勝 第４９回ダブルス 第５９回 第７４回

5 原田大介 ¥361,250 ３勝 第６５回ダブルス 第６８回 第７４回

6 河合庄司 ¥355,000 １勝 第５４回

7 梶村夕貴 ¥346,250 ２勝 第６８回 第７４回

8 長尾仁志 ¥335,000 ３勝 第５７回 第６３回 第７３回

9 永橋宏明 ¥300,000 ２勝 第６０回 第６２回

10 榎本剛志 ¥280,000 ２勝 第５２回 第６１回

11 小泉洋人 ¥230,000
12 BKソバハニ ¥223,333
13 江嶋太志 ¥195,000 １勝 第６３回

14 大川詩穏 ¥185,000 ２勝 第６２回 第６７回

15 杉山佐智雄 ¥168,333
16 坂下竜三 ¥150,000 １勝 第５０回

17 坂東拓也 ¥135,000 1勝 RIZAPGOLF特別大会（岡山県）

18 松本成太 ¥115,000 １勝 第５６回

19 鮓井伸和 ¥100,000 １勝 第６６回

19 伊波宏隆 ¥100,000
21 新木雄貴 ¥95,000 1勝 第４９回ダブルス戦

22 大谷俊介 ¥75,000 １勝 第６６回

22 山本雄幹 ¥75,000
22 廣田恭司 ¥75,000
25 中西雅樹 ¥70,000
25 川田悠之 ¥70,000 １勝 第５５回

25 益田直明 ¥70,000 １勝 第５３回

28 宮内正人 ¥65,000
29 田中泰芽 ¥63,333
30 中井賢人 ¥57,500 １勝 第７１回

31 久貝英 ¥55,000 １勝 第６２回

32 小斉平優和 ¥50,000
32 皆本祐介 ¥50,000
32 出石幸喜 ¥50,000
35 井上敬太 ¥43,333
36 徳永圭太 ¥40,000
36 中谷大祐 ¥40,000
36 嶋谷和真 ¥40,000
39 竹安俊也 ¥35,000
39 曾子軒 ¥35,000
41 忠岡一清 ¥30,000
41 森岡俊一郎 ¥30,000
41 根津吉寛 ¥30,000
41 浅田光 ¥30,000
41 崎浜秀鷹 ¥30,000
41 本田大記 ¥30,000
41 島崎康一 ¥30,000
48 田中大心 ¥25,000
48 日高裕貴 ¥25,000
48 菅野裕健 ¥25,000
48 パクソンジュン ¥25,000
52 澤崎安雄 ¥20,000
52 小畑拓威 ¥20,000
52 武内伸悟 ¥20,000

【関西エリア　２０１７年　賞金ランキング】　　２０１７年１２月８日現在



52 大西速 ¥20,000
52 伊差川紘治 ¥20,000
52 山崎翼 ¥20,000
52 鍋谷太一 ¥20,000
52 前田倫志 ¥20,000
60 藤井伸一 ¥15,000
60 谷口力也 ¥15,000
60 西田弘樹 ¥15,000
60 松田尚大 ¥15,000
60 新井清貴 ¥15,000
65 棚倉強 ¥10,000
65 原敏之 ¥10,000
65 平山壮大 ¥10,000
65 堂本新太朗 ¥10,000

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 エイミーコガ ¥356,670 ６勝 第５６回 第５９回 第６２回 第６４回 第６８回 第７２回

2 横山紗蔵 ¥274,000 １勝 第６３回

3 新田有希 ¥210,000 １勝 ファイナルカップ

4 ｽﾀｲﾔｰﾉ梨々菜 ¥125,000 ２勝 RIZAPGOLF特別大会 第６９回

5 小林瑞歩 ¥110,000 １勝 第５３回

6 長崎美優 ¥95,000 １勝 第６４回

7 植手桃子 ¥85,000 １勝 第７４回

8 前田衣里奈 ¥75,000 １勝 第５２回

9 八上ひかる ¥65,500 １勝 第６３回

10 吉本百花 ¥60,000 １勝 第５４回

11 松田鈴英 ¥55,000 １勝 第５０回

12 石山千晶 ¥50,000
13 滝本二葉 ¥45,000 １勝 第６７回

14 王天妤 ¥40,000
14 大坪祐美 ¥40,000
16 後藤田寧々 ¥35,000
17 野村優花 ¥31,670 １勝 第６８回

18 萩桃江 ¥30,000
18 丹萌乃 ¥30,000
18 秋山沙恵子 ¥30,000
21 小寺沙季 ¥25,500 １勝 第６３回

22 大野蓮 ¥25,000
23 成澤祐美 ¥20,000
23 安藤京佳 ¥20,000
23 嶋谷有紗 ¥20,000
26 安山茜 ¥15,000
27 大坪祐美 ¥10,000
27 松永麻衣子 ¥10,000
27 三宅百佳 ¥10,000

大会名
第４９回ダブルス戦

第５３回
第５５回
第５６回
第５６回
第５７回

第５８回ダブルス戦
第６０回
第６０回

王天妤 優勝

松原由美 優勝
後藤田寧々 ２位

【関西エリア　２０１７年アマチュア入賞者】　　２０１７年１１月２０日現在

選手名 入賞順位

【関西エリア　２０１７年　賞金ランキング　女子】　　２０１７年１２月８日現在

井上高明 ２位
吉本ひかる ８位

吉本ひかる ３位
王天妤 優勝

王天妤 ４位

井上高明 優勝



第６０回
第６１回

第６５回ダブルス戦
第６６回
第６７回
第６８回
第６９回

RIZAPGOLF特別大会（岡山県）
第７１回
第７１回
第７３回
第７４回

寺西飛香留 優勝

大里桃子 優勝
小川うらら ２位

近藤玲央 ２位
山浦太希 ６位

大井手快 優勝

小川うらら 優勝
寺西飛香留 優勝

橋本千里 優勝
大里桃子 ５位

小川うらら ２位

大里桃子 優勝



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 今井陽介 ¥730,000 1勝 第３６回

2 リチャードテイト ¥695,000 ３勝 第３２回・３５回・３９回

3 梶村夕貴 ¥535,000 １勝 第４７回

4 長尾仁志 ¥440,000 １勝 第４８回

5 橋本龍位 ¥320,000 1勝 第４１回

6 伊藤慎吾 ¥245,000
7 安東茉優 ¥200,000 １勝 第４７回

8 植手桃子 ¥180,000 2勝 第４０回・４１回

9 谷口力也 ¥170,000 1勝 第４３回

10 原敏之 ¥160,000 1勝 第４６回

10 日高裕貴 ¥160,000 1勝 第３８回

12 杉浦斎 ¥150,000
13 永田あおい ¥140,000 1勝 第４８回

13 松村景太 ¥140,000
13 鍋谷太一 ¥140,000 １勝 第３０回

13 永橋宏明 ¥140,000 １勝 第３１回

17 川口雅晴 ¥135,000 1勝 第３７回（ダブルス戦）

18 辻岡愛里 ¥130,000 2勝 第４４回第４５回

18 皆本祐介 ¥130,000 １勝 第２９回（ダブルス戦）

20 友次啓晴 ¥125,000
21 伊波隆宏 ¥120,000
21 井村和貴 ¥120,000
23 崎山功規 ¥110,000
23 新木雄貴 ¥110,000 １勝 第３４回

25 西裕一郎 ¥100,000
25 藤井伸一 ¥100,000
25 松本成太 ¥100,000 １勝 第３７回（ダブルス戦）

25 吉田泰典 ¥100,000
25 武内伸悟 ¥100,000
30 西村加菜子 ¥95,000 1勝 第４２回

31 松田鈴英 ¥90,000
31 大谷俊介 ¥90,000
33 秀島寛臣 ¥85,000 １勝 第２９回（ダブルス戦）

34 大堀裕次郎 ¥80,000
34 手束将之 ¥80,000
34 青山剛 ¥80,000

【関西エリア　２０１６年　賞金ランキング】　　２０１６年１２月９日現在



37 ｽﾀｲﾔｰﾉ梨々菜 ¥70,000
37 中西雅樹 ¥70,000
39 根津吉寛 ¥65,000
39 榎本剛志 ¥65,000
41 竹村知也 ¥60,000
41 弓削淳詩 ¥60,000
41 竹内美雪 ¥60,000 １勝 第４３回

41 田保龍一 ¥60,000
45 吉本悟 ¥55,000
45 森井晶紀 ¥55,000
47 平山壮大 ¥50,000
47 堂本新太朗 ¥50,000
47 岩周里紗 ¥50,000 1勝 第３９回

47 竹安俊也 ¥50,000 １勝 第３３回

47 松田尚大 ¥50,000
52 柴田忠則 ¥45,000
52 古賀拓実 ¥45,000
52 江嶋太志 ¥45,000
55 丹萌乃 ¥40,000
55 前田聖人 ¥40,000
55 森祐紀 ¥40,000
55 田中一 ¥40,000
59 嶋谷和真 ¥35,000
59 崎川将司 ¥35,000
61 安藤京佳 ¥30,000
61 山下文弥 ¥30,000
61 坂下竜三 ¥30,000
61 山本有里 ¥30,000
61 河合庄司 ¥30,000
61 中井美有 ¥30,000
61 倉敷優磨 ¥30,000
61 中川勝弥 ¥30,000
61 石原立也 ¥30,000
61 松本浩 ¥30,000
71 安藤京佳 ¥25,000
71 滝本二葉 ¥25,000
71 曾子軒 ¥25,000
71 伊差川紘治 ¥25,000



75 摺木七海 ¥20,000
75 松浦武史 ¥20,000
75 田中泰芽 ¥20,000
75 林真緒 ¥20,000
75 釜須雄基 ¥20,000
75 伊藤修司 ¥20,000
75 石川元樹 ¥20,000
75 清家和夫 ¥20,000
75 川田悠之 ¥20,000
75 芳仲清吾 ¥20,000
75 中川明 ¥20,000
75 松田聖司 ¥20,000
75 江尻壮 ¥20,000
75 杉下圭史 ¥20,000
75 桝谷康宏 ¥20,000
90 大野蓮 ¥15,000
90 大坪祐美 ¥15,000
90 ビケソバハニ ¥15,000
90 三宅寛忠 ¥15,000
90 加門大典 ¥15,000
90 曾子豪 ¥15,000
90 高橋亜可里 ¥15,000
90 長野玖美 ¥15,000
90 栄元一 ¥15,000
90 安本尚弘 ¥15,000
90 崎浜秀鷹 ¥15,000
90 森井菖 ¥15,000
90 中込憲 ¥15,000
103 西田弘樹 ¥10,000
103 井上敬太 ¥10,000
103 鮓井伸和 ¥10,000
103 申雄 ¥10,000

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 藤井伸一 ¥180,000 1勝 第３回

2 和田敏彦 ¥90,000 １勝 第１回

【中四国エリア　２０１６年　賞金ランキング】　　２０１６年１１月２２日現在



3 齋藤拳汰 ¥80,000 1勝 第５回

3 佐々木謙 ¥80,000
3 松村景太 ¥80,000 １勝 第２回

6 江嶋太志 ¥60,000 １勝 第４回

6 田中浩太郎 ¥60,000
8 滝本二葉 ¥40,000 １勝 第５回

9 崎川将司 ¥30,000
9 梶村夕貴 ¥30,000
9 笠原広規 ¥30,000
12 安藤京佳 ¥25,000 1勝 第６回

13 大宮正幸 ¥20,000
13 橋本健太 ¥20,000
13 亀山和宏 ¥20,000
16 原敏之 ¥10,000
16 田中泰芽 ¥10,000
16 村山駿 ¥10,000

大会名
第２９回（ダブルス戦）

第３１回
第３１回
第３５回

第３７回（ダブルス戦）
第４０回

中四国エリア第２回
第４２回
第３８回
第３９回
第３９回
第４６回

中四国エリア第６回
第４７回
第４８回
第４８回井上高明 ７位

井上高明 優勝

岡田樹花 優勝

藤山大耀 ６位

淺井咲希 ２位

４位
浅井雄一郎 ４位
浅井雄一郎

【関西＆中四国エリア　２０１６年アマチュア入賞者】　　２０１６年１２月９日現在

選手名 入賞順位
久保田皓也 ２位
久保田皓也 ２位

井上高明 優勝

池見和樹 ６位

井上高明 ４位
井上高明 ６位

井上高明 ５位

井上俊樹 優勝

井上高明 ５位



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 R テイト ¥790,000 ２勝 第２２回第２７回

2 榎本剛志 ¥473,000 ４勝 第１１回第１２回第１８回第２４回

3 日高裕貴 ¥390,000 1勝 第２８回

4 松本成太 ¥387,000 ３勝 第１４回第１５回第１９回

5 新木雄貴 ¥368,000 1勝 第２１回

6 中西雅樹 ¥340,000 １勝 第２５回

7 古賀拓実 ¥305,000
8 長尾仁志 ¥260,000 １勝 第１３回

9 大谷俊介 ¥250,000 １勝 第２３回

10 松本浩 ¥160,000
11 吉田泰典 ¥158,000
12 松村景太 ¥117,000
13 廣田恭司 ¥107,000
14 高橋慶祐 ¥100,000 １勝 第２６回

14 中川勝弥 ¥100,000 1勝 第１７回

16 森田宇昭 ¥90,000 1勝 第１６回

17 森本英明 ¥70,000
17 大前和之 ¥70,000
17 安本尚弘 ¥70,000
20 伊差川紘治 ¥55,000
21 西裕一郎 ¥50,000
21 曾子軒 ¥50,000
23 小鯛竜也 ¥48,000
24 梶村夕貴 ¥40,000
24 曾子豪 ¥40,000
26 鮓井伸和 ¥35,000
26 鈴木麻綾 ¥35,000
26 武内亜祐美 ¥35,000
26 皆本祐介 ¥35,000
30 川口雅晴 ¥32,000
31 上平栄道 ¥30,000
32 三宅寛忠 ¥26,000
32 加門大典 ¥26,000
34 服部猛 ¥25,000
35 波当根春道 ¥22,000
36 伊波宏隆 ¥20,000

【２０１５年　賞金ランキング】　　２０１５年１２月１８日現在



36 宇佐美秀樹 ¥20,000
36 友次啓晴 ¥20,000
36 仁木祐輔 ¥20,000
36 杉下圭太 ¥20,000
41 岩本優 ¥15,000
41 永田あおい ¥15,000
43 谷口力也 ¥14,000
44 坂東拓也 ¥12,000
45 江嶋太志 ¥10,000
45 吉本悟 ¥10,000
45 大場崇浩 ¥10,000
45 山下洋輔 ¥10,000
45 河尊永 ¥10,000
45 弓削淳詞 ¥10,000
45 松田尚大 ¥10,000
45 林照大 ¥10,000
45 辻哲之 ¥10,000
54 平山壮大 ¥8,000
54 松田聖司 ¥8,000
56 橋本龍位 ¥7,000
56 本田大記 ¥7,000
58 清家和夫 ¥5,000
58 柴田忠則 ¥5,000
58 川田悠之 ¥5,000

大会名
第１５回

【２０１５年アマチュア入賞者】　２０１５年５月現在

選手名
澤田知佳

入賞順位
５位



順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 大会名
1 中西雅樹 ¥280,000 ２勝 第１回　第７回
2 波当根春道 ¥232,000 ３勝 第２回　第８回　第９回
3 古賀拓実 ¥220,000 ３勝 第３回　第４回　第５回
4 大前和之 ¥145,000 １勝 第６回
5 大谷俊介 ¥131,000
6 福永通凡 ¥104,000
7 堂本新太朗 ¥50,000
8 松藤修士 ¥35,000
9 松村景太 ¥33,000
10 太田利輝 ¥30,000
11 Rテイト ¥22,000
11 梶村夕貴 ¥22,000
13 山田成美 ¥15,000
13 日高裕貴 ¥15,000
13 今井陽介 ¥15,000
16 中西直人 ¥12,000
17 辻哲之 ¥10,000
18
19

大会名
第７回
第９回澤田知佳 ３位

【２０１４年　賞金ランキング】　　２０１４年１２月現在

【２０１４年アマチュア入賞者】　２０１４年１２月現在

選手名 入賞順位
蝉川泰果 ３位
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