
第13回 PGO全日本パークゴルフクラブ対抗選手権 全成績
エルクの森A

阿部　正則 96 男5

櫻井　　正 99 男11

藤田　五朗 101 男17

坂東　順子 102 女3

伊藤　俊一 103 男37

下村　美佐子 106 女8

吉田　敏正 107 男84

丸岡　健司 107 男84

名　前

順 位

1

607

20669

スコア

スコア 個人順位性別

白老

清本　秀樹 92 男1

佐藤　公治 100 男15

薮田　　勲 102 男26

石田　厳嗣 103 男37

伊藤　仁英 104 男50

原　　　松雄 106 男68

牧野　信子 107 女12

白川　とし子 115 女33

名　前

順 位

2

608

20669

スコア

スコア 個人順位性別

市ヶ原A

川内　　清 95 男3

中島　富美子 98 女2

新谷　隆之 103 男37

倉地　秀二 103 男37

和田　　実 105 男57

橋本　敏雄 106 男68

長谷川　陽子 111 女24

名　前

順 位

3

610

20669

スコア

スコア 個人順位性別

安平山Ｂ

村上　正彦 96 男4

新田　桜子 97 女1

田中　潤治 101 男17

岸谷　　治 105 男57

林　　鈆一 105 男57

牧野　敏一 107 男84

樫木　千恵子 112 女26

名　前

順 位

4

611

20669

スコア

スコア 個人順位性別

えべつ角山

山本　忠夫 96 男6

市川　正憲 101 男17

中島　幸雄 102 男26

杉本　和久 103 男37

長田　昭洋 103 男37

深見　光廣 106 男68

黒崎　敏子 107 女12

山本　節子 110 女22

名　前

順 位

5

612

20669

スコア

スコア 個人順位性別

糸井ＧＰ５４Ｃ

首藤　邦明 97 男8

鈴木　輝勝 99 男11

久保　春夫 99 男11

吉田　芳孝 105 男57

給前　俊二 106 男68

宮尾　美紀 107 女12

佐々木　宏昭 115 男127

西村　恵子 117 女42

名　前

順 位

6

613
スコア

スコア 個人順位性別

コトロＡ

古東　和弘 99 男11

潮屋　逸勇 101 男17

川瀬　一子 102 女4

大谷　忠勝 104 男50

野中　勝幸 104 男50

相川　　元 108 男90

湯井　　博 110 男105

大谷　敬子 116 女39

名　前

順 位

7

618
スコア

スコア 個人順位性別

安平山Ａ

荒井　勝三 99 男10

今野　哲男 101 男17

渡辺　耕三 103 男37

斉藤　勝夫 104 男50

佐々木　　功 106 男68

南谷　　等 106 男68

幅田　三恵子 107 女12

伊原　富美子 109 女20

名　前

順 位

8

620
スコア

スコア 個人順位性別

福移の杜Ｂ

中野　宏秋 101 男17

白澤　公利 102 男26

西村　公秀 102 男26

清治　隆伸 103 男37

松本　春美 105 女6

山田　のり子 108 女18

山中　宗文 111 男110

西村　恵津子 113 女29

名　前

順 位

9

621
スコア

スコア 個人順位性別

糸井ＧＰ５４Ａ

宮尾　正信 93 男2

豊田　耕二 102 男26

高橋　孝一 102 男26

山口　　勉 108 男90

伊部　安子 109 女20

松浦　アイ子 111 女24

金本　末男 111 男110

築地　則雄 119 男134

名　前

順 位

10

625
スコア

スコア 個人順位性別

糸井の森Ｂ

栗原　　弘 100 男15

対馬　正志 102 男26

金坂　健次郎 103 男37

赤谷　良文 106 男68

谷口　将洋 106 男68

工藤　みき子 108 女18

谷口　康平 108 男90

福田　澄子 114 女30

名　前

順 位

10

625
スコア

スコア 個人順位性別

福移の杜Ａ

佐藤　義晴 103 男37

渡辺　　博 104 男50

澤内　加代子 105 女6

刈屋　　創 105 男57

渡辺　勢津子 106 女8

大石　利夫 106 男68

金子　恒男 107 男84

山田　　嚴 113 男119

名　前

順 位

12

629
スコア

スコア 個人順位性別

恵庭花夢里Ｂ

大野　眞也 101 男17

宝住　　忠 103 男37

村山　潤二 104 男50

桜井　　貢 105 男57

武田　邦隆 106 男68

田中　政二 106 男68

鵤　　洋子 115 女33

長谷部　恵美子 118 女43

名　前

順 位

13

634
スコア

スコア 個人順位性別

神楽山B

沖野　　勝 97 男7

荻野　法男 101 男17

中川　喜市 105 男57

野間井　建夫 109 男100

野林　　茂 113 男119

綾野　啓子 114 女30

川村　昭代 115 女33

瀬戸　　勇 117 男131

名　前

順 位

14

639
スコア

スコア 個人順位性別

恵庭花夢里A

阿部　房子 105 女5

矢埜　澄男 105 男57

原田　恒夫 106 男68

渡辺　芳夫 106 男68

生源寺　不二夫 108 男90

佐々木　茂 109 男100

弘中　勝己 110 男105

前田　由美子 114 女30

名　前

順 位

14

639
スコア

スコア 個人順位性別

緑の丘友愛Ｂ

稲垣　忠彦 101 男17

工藤　博文 105 男57

須藤　マツ子 106 女8

中村　廣行 107 男84

対馬　祐二 108 男90

宮田　敬美 112 男116

梅田　秀治 113 男119

川口　トミ 115 女33

名　前

順 位

14

639
スコア

スコア 個人順位性別

糸井ＧＰ５４Ｂ

阿部　　弘 102 男26

田中　　正 105 男57

桝井　捷正 107 男84

大辻　和夫 108 男90

渡辺　忠幸 108 男90

高橋　恵美子 110 女22

小島　哲夫 110 男105

荒木　ゆり 119 女44

名　前

順 位

17

640
スコア

スコア 個人順位性別

コトロB

今野　米吉 98 男9

竹森　義之 102 男26

森　　勝男 108 男90

小林　一秀 108 男90

尾田　知司 110 男105

小髙　住次 111 男110

荒谷　美恵子 115 女33

松尾　美保子 133 女47

名　前

順 位

18

641
スコア

スコア 個人順位性別

エルクの森Ｂ

木村　　博 103 男37

川村　勝宏 104 男50

宮本　和利 105 男57

木村　京子 107 女12

山屋　忠意 111 男110

笹川　みさ子 112 女26

伊藤　俊雄 112 男116

稲葉　義輝 113 男119

名　前

順 位

19

642
スコア

スコア 個人順位性別

市ヶ原Ｂ

岩田　春城 102 男26

佐野　良好 107 女12

佐野　一雄 109 男100

本橋　正秀 109 男100

谷岡　雅之 112 男116

馬場　賢一 113 男119

森上　忠晴 115 男127

吉村　美枝子 120 女45

名　前

順 位

20

652
スコア

スコア 個人順位性別

糸井の森Ａ

堀内　正一 102 男26

門口　　進 106 男68

小形　六郎 109 男100

柿崎　鉄夫 110 男105

清水　健夫 111 男110

斉藤　純悦 114 男126

柿崎　清子 115 女33

高橋　正子 116 女39

名　前

順 位

21

653
スコア

スコア 個人順位性別

緑の丘友愛A

国田　　力 103 男37

桜庭　紀子 106 女8

水野　克治 108 男90

狩野　利悦 111 男110

竹森　幸雄 113 男119

真鍋　義廣 115 男127

三浦　スミ子 116 女39

内山　　寛 122 男135

名　前

順 位

22

656
スコア

スコア 個人順位性別

神楽山A

金澤　澄男 106 男68

入江　秋美 106 男68

見林　和恵 112 女26

大澤　祐二 113 男119

太田　浩司 115 男127

川村　浩一 117 男131

新田　　勝 118 男133

新田　民恵 124 女46

名　前

順 位

23

669
スコア

スコア 個人順位性別

清本　秀樹

宮尾　正信

川内　　清

村上　正彦

阿部　正則

山本　忠夫

沖野　　勝

首藤　邦明

今野　米吉

荒井　勝三

白老

糸井GP54A

市ヶ原A

安平山B

エルクの森A

えべつ角山

神楽山B

糸井GP54C

コトロB

安平山A

92

93

95

96

96

96

97

97

98

99

優　勝

準優勝

第３位

第４位

第５位

第６位

第７位

第８位

第10位

第９位

新田　桜子

中島　富美子

坂東　順子

川瀬　一子

阿部　房子

安平山B

市ヶ原A

エルクの森A

コトロA

恵庭花夢里A

97

98

102

102

105

優　勝

準優勝

第３位

第４位

第５位

個人戦順位
男　　子

女　　子


