
第8回 PGO全日本パークゴルフクラブ対抗選手権 全成績
恵庭花夢里パークＢ

加藤　征昭 103 男4

大内　昌生 103 男5

泉　　隆 106 男12

橋口　晴紀 108 男24

上田　朋幸 110 男40

山中　宗文 112 男56

鵤　　洋子 115 女18

長谷部　恵美子 116 女23

名　前

順 位

1

645

20645

スコア

スコア 個人順位性別

市ヶ原パークＡ

藤田　五朗 101 男1

佐野　一雄 106 男14

木村　博 109 男35

菅原　久美 110 女4

森上　忠晴 110 男42

橋本　敏雄 112 男60

佐野　良好 113 女12

和田　実 113 男72

名　前

順 位

2

648

20648

スコア

スコア 個人順位性別

緑の丘友愛パークゴルフ場Ａ

丸山　忠一 106 男13

湊谷　勲 107 男19

亀山　勝美 107 男22

鈴木　慶隆 109 男33

松田　守 109 男34

舘小路　靖子 112 女9

橋本　友子 115 女19

坂本　良治 117 男111

名　前

順 位

3

650

20650

スコア

スコア 個人順位性別

市ヶ原パークＢ

関川　隆 104 男6

山田　幸夫 106 男15

岩田　春城 106 男16

栄花　タケ子 110 女5

菊池　朋子 112 女8

菊池　信也 114 男82

佐藤　俊彦 116 男101

田中　浩 119 男117

名　前

順 位

4

652

20652

スコア

スコア 個人順位性別

市ヶ原パークＣ

池田　優 103 男3

本橋　正秀 107 男20

工藤　千里 110 男38

小原　良孝 110 男39

木村　京子 113 女11

土生　ヨシ子 114 女14

武川　和裕 115 男87

馬場　賢一 117 男108

名　前

順 位

5

657

20657

スコア

スコア 個人順位性別

糸井の森パークゴルフＡ

赤谷　良文 105 男11

谷島　武 108 男25

新飯田　幸子 111 女6

清水　慎吾 112 男53

落合　順一 113 男67

佐々木　博典 113 男74

門脇　豊子 115 女16

佐々木　忠雄 116 男104

名　前

順 位

6

662

20662

スコア

スコア 個人順位性別

白老パークゴルフクラブＢ

原　松雄 105 男8

松芳　フミ子 107 女1

清本　秀樹 110 男37

今　義信 112 男58

佐藤　公治 115 男94

鈴木　昌之 115 男97

近藤　幸子 118 女28

今野　とみ子 121 女37

名　前

順 位

7

664

20664

スコア

スコア 個人順位性別

苫小牧宮の森パークゴルフクラブB

柿崎　清子 108 女3

柿崎　鉄夫 108 男27

中須　謙治 110 男41

櫻庭　初男 111 男49

渡辺　忠幸 113 男65

長幡　忠 115 男93

岩倉　由美子 118 女27

上口　慶子 121 女41

名　前

順 位

8

665

■

20665

スコア

スコア 個人順位性別

恵庭花夢里パークＡ

佐々木　茂 105 男9

渡辺　芳夫 106 男17

矢埜　澄男 108 男26

弘中　勝己 112 男55

田中　政二 116 男100

矢埜　友子 118 女26

生源寺　不二夫 119 男122

日置　みち子 121 女42

名　前

順 位

8

665

■

20665

スコア

スコア 個人順位性別

糸井の森パークゴルフＢ

高畑　桂子 107 女2

坂井　政幸 109 男32

佐藤　正利 111 男50

荒木　賢三 113 男62

小形　六郎 116 男99

高橋　秀彰 119 男119

齊藤　純悦 120 男124

福田　澄子 125 女49

名　前

順 位

10

675

20675

スコア

スコア 個人順位性別

えべつ角山パークランド

滝沢　孝雄 109 男29

厚海　勇一 109 男31

泉　節子 114 女13

山本　絹代 115 女20

澤下　忠行 115 男85

平田　豊廣 115 男89

名　前

順 位

11

677

20677

スコア

スコア 個人順位性別

三川パークゴルフクラブB

穴田　光彰 109 男28

斉藤　正陽 111 男52

折舘　徳勝 114 男76

藤木　光江 115 女17

宮本　和利 115 男88

松本　範広 115 男90

澤田　裕子 119 女31

加藤　隆之 120 男125

名　前

順 位

12

679

20679

スコア

スコア 個人順位性別

エルクの森パークゴルフクラブ

倉地　秀二 108 男23

伊藤　俊一 109 男30

梅津　邦房 113 男66

白浜　具義 113 男73

高橋　毅 118 男113

笹川　みさ子 119 女33

吉村　美枝子 121 女40

江口　藤勝 125 男133

名　前

順 位

13

680

■

20680

スコア

スコア 個人順位性別

白老パークゴルフクラブＡ

山家　務 104 男7

桜井　徹 110 男44

竹鼻　明美 112 女10

今野　孝好 113 男71

米谷　康弘 119 男120

今　チエ子 122 女43

背戸田　和晃 124 男132

柏尾　憲二 130 男137

名　前

順 位

13

680

■

20680

スコア

スコア 個人順位性別

緑の丘友愛パークゴルフ場Ｂ

橋本　義人 110 男46

東谷　信一 112 男54

山崎　清光 114 男79

竹森　幸雄 115 男92

澤岡　昌栄 115 男95

亀山　浩子 116 女21

玉木　長治 116 男102

宮代　和子 120 女36

名　前

順 位

15

682

20682

スコア

スコア 個人順位性別

三川パークゴルフクラブA

福永　隆治 103 男2

阿部　芳子 111 女7

増田　睦夫 114 男78

沖田　文勝 116 男103

下山　葉子 118 女25

大藤　契子 121 女38

藤木　伸智 123 男130

砂田　信治 134 男138

名　前

順 位

16

683

■

20683

スコア

スコア 個人順位性別

糸井ゴルフパーク５４Ａ

東山　進 111 男48

秋元　逸男 111 男51

桝井　捷正 114 男75

宮尾　正信 115 男91

中村　孝一 115 男96

榊　淳子 117 女24

問田　なみ子 119 女32

阿部　昭男 119 男118

名　前

順 位

16

683

■

20683

スコア

スコア 個人順位性別

コトロパークＡ

古東　和弘 110 男45

野中　勝幸 111 男47

大谷　忠勝 112 男57

湯井　博 114 男83

相川　元 118 男114

千葉　千代子 119 女30

潮屋　逸男 121 男127

東口　節子 124 女47

名　前

順 位

18

684

20684

スコア

スコア 個人順位性別

苫小牧宮の森パークゴルフクラブA

堀内　勲 112 男59

工藤　みき子 114 女15

対馬　正志 114 男77

上口　明芳 114 男80

木下　正幸 116 男105

藤田　宗弘 117 男109

伊部　安子 119 女29

山木　敏行 119 男116

名　前

順 位

19

687

■

20687

スコア

スコア 個人順位性別

糸井ゴルフパーク５４B

佐々木　紀一 113 男61

小島　哲夫 113 男68

金坂　健次郎 113 男70

竹内　公司夫 114 男81

首藤　邦明 115 男84

斉藤　美紀 119 女34

柳川　秀一 121 男128

西村　恵子 123 女44

名　前

順 位

19

687

■

20687

スコア

スコア 個人順位性別

木のサイロパークゴルフ場

佐々木　功 106 男18

高坂　弘 107 男21

都築　紀勝 116 男98

服部　進 117 男110

三田　栄治 117 男112

加藤　ミチ子 124 女45

小田島　良子 124 女46

窪田　高栄 128 男136

名　前

順 位

19

687

■

20687

スコア

スコア 個人順位性別

旭川神楽山パークゴルフコースＡ

畑山　進 109 男36

和田　紀明 113 男69

渡辺　恵一 115 男86

中川　ミチヱ 116 女22

川村　浩一 118 男115

金澤　澄男 119 男121

川村　昭代 120 女35

鈴木　稔 125 男134

名　前

順 位

22

690

20690

スコア

スコア 個人順位性別

旭川神楽山パークゴルフコースＢ

佐伯　勝一 105 男10

平木　昭良 110 男43

進藤　英義 113 男63

吉井　昭一 120 男126

千葉　恵美子 124 女48

下口　光一郎 124 男131

鷲尾　富子 131 女51

鷲尾　栄次 138 男139

名　前

順 位

23

696

20696

スコア

スコア 個人順位性別

コトロパークＢ

若林　義昭 113 男64

塚本　一雄 117 男106

須甲　秀夫 117 男107

尾田　知司 120 男123

荒谷　美恵子 121 女39

高桑　正光 122 男129

小林　季継 126 男135

今野　幸子 127 女50

名　前

順 位

24

710

20710

スコア

スコア 個人順位性別


