
第16回 PGO全日本パークゴルフクラブ対抗選手権 全成績
えべつ角山パークランドB

中島　幸雄 94 男1

早坂　裕 95 男2

菅原　芳昭 98 男7

杉本　和久 100 男12

茶木　悟 101 男17

桃井　輝彦 102 男22

大木　絹子 104 女2

渋谷　君枝 109 女10

名　前

順 位

1

592
スコア

スコア 個人順位性別

えべつ角山パークランドA

村上　国男 97 男5

上田　朋幸 101 男17

阿部　信弘 102 男22

山本　忠夫 102 男22

阿部　正則 103 男27

梅枝　典子 104 女3

菅原　久美 105 女4

名　前

順 位

2

609
スコア

スコア 個人順位性別

えべつ角山パークランドC

大内　昌生 97 男4

長田　昭洋 98 男6

大沼　寛 99 男11

市川　正憲 100 男12

加納　スエ子 106 女6

黒崎　敏子 110 女12

舘岡　直人 110 男74

山下　博 110 男74

名　前

順 位

3

610
スコア

スコア 個人順位性別

札幌ＰＧ倶楽部　福移の杜コースB

井田　彰 100 男12

山橋　崇子 101 女1

成田　尋高 101 男17

佐藤　恵 107 男45

竹田　壽雄 108 男54

駒木　壽雄 108 男54

山橋　英夫 113 男82

山田　のり子 117 女27

名　前

順 位

4

625
スコア

スコア 個人順位性別

シーサイドみなくるパークゴルフ場A

梅村　斉次郎 99 男9

牧野　敏一 102 男22

荒井　勝三 103 男27

桂川　昇 104 男34

中嶋　祐司 107 男45

渡辺　耕三 107 男45

竹内　淑子 111 女14

三宅　浪枝 112 女17

名　前

順 位

5

626
スコア

スコア 個人順位性別

糸井の森パークゴルフ

坂井　政幸 100 男12

対馬　正志 101 男17

目黒　直司 103 男27

幅田　三恵子 106 女6

高杉　勝弘 108 男54

谷口　将洋 109 男65

谷口　康平 113 男82

工藤　みき子 115 女23

名　前

順 位

6

627
スコア

スコア 個人順位性別

白老パークゴルフクラブ

清本　秀樹 99 男10

薮田　勲 103 男27

石田　厳嗣 104 男34

伊藤　仁英 107 男45

原　松雄 107 男45

鈴木　龍治 108 男54

牧野　信子 113 女19

岡田　真由美 117 女27

名　前

順 位

7

633
スコア

スコア 個人順位性別

コトロパークA

大谷　忠勝 101 男17

古東　和弘 103 男27

今野　米吉 104 男34

川瀬　一子 106 女5

潮屋　逸勇 109 男65

庭田　幸作 110 男74

森　光子 122 女35

渡辺　健児 124 男99

名　前

順 位

7

633
スコア

スコア 個人順位性別

きもべつ市ケ原パーク

塩谷　恵司 100 男12

新谷　隆之 102 男22

川内　清 104 男34

倉地　秀二 105 男39

中島　富美子 109 女10

本橋　正秀 113 男82

長谷川　陽子 114 女20

新谷　靖子 123 女37

名　前

順 位

7

633
スコア

スコア 個人順位性別

札幌ＰＧ倶楽部　福移の杜コースA

刈屋　創 103 男27

金子　恒男 105 男39

山田　巖 105 男39

渡辺　博 106 男42

佐藤　義晴 108 男54

大石　利夫 108 男54

澤内　加代子 111 女14

渡辺　勢津子 116 女24

名　前

順 位

10

638
スコア

スコア 個人順位性別

シーサイドみなくるパークゴルフ場B

小林　正夫 99 男8

岡崎　君子 107 女8

濱田　翼雄 107 男45

榎林　啓市 108 男54

植木　好丈 109 男65

箱石　富美子 110 女12

沢口　光夫 113 男82

平田　正勝 119 男95

名　前

順 位

11

640
スコア

スコア 個人順位性別

糸井ゴルフパーク54B

宮尾　正信 96 男3

久保　春夫 107 男45

給前　俊二 108 男54

松田　守 108 男54

柳川　秀一 109 男65

寺元　誠 109 男65

宮尾　美紀 112 女17

金坂　誠子 121 女33

名　前

順 位

11

640
スコア

スコア 個人順位性別

糸井ゴルフパーク54A

井川　昌之 107 男45

清水　春男 108 男54

荒木　勝之 109 男65

金坂　健次郎 110 男74

荒木　恵子 111 女14

田中　正 112 男79

阿部　弘 114 男87

井川　恵子 122 女35

名　前

順 位

13

657
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

吉田　健三 106 男42

安藤　すみ子 108 女9

千葉　隆 112 男79

須藤　マツ子 114 女20

水野　克治 115 男90

稲垣　忠彦 115 男90

櫻庭　紀子 117 女27

竹森　幸雄 120 男96

名　前

順 位

14

670
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

潟端　正利 104 男34

後藤　雅之 109 男65

藤丸　茂 112 男79

鈴木　弘充 113 男82

岡崎　京子 114 女20

橋本　隆子 118 女30

原　一俊 121 男98

綾野　啓子 123 女37

名　前

順 位

14

670
スコア

スコア 個人順位性別

コトロパークB

小高　住次 106 男42

若林　義昭 109 男65

湯井　博 109 男65

原田　豊 111 男78

小林　一秀 115 男90

坂井　豊 118 男94

大谷　敬子 121 女33

渡辺　みい子 130 女40

名　前

順 位

16

671
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

中村　廣行 103 男27

国田　力 107 男45

岸　二男 108 男54

三浦　スミ子 116 女24

岡本　恵子 118 女30

対馬　祐二 120 男96

狩野　利悦 125 男101

鈴木　正子 128 女39

名　前

順 位

17

672
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

野間井　健夫 114 男87

宮野　勝 114 男87

野林　茂 115 男90

猪野　礼子 116 女24

沢出　由美子 118 女30

沢出　敏雄 124 男99

草地　作一 132 男102

草地　敬子 142 女41

名　前

順 位

18

701
スコア

スコア 個人順位性別

順位 氏　名 ���名 ���

男子個人成績　トップ１０

1 中島　幸雄 えべつ角山パークランドＢ 94

2 早坂　裕 えべつ角山パークランドＢ 95

3 宮尾　正信 糸井ゴルフパーク54Ｂ 96

4 大内　昌生 えべつ角山パークランドＣ 97

5 村上　国男 えべつ角山パークランドＡ 97

6 長田　昭洋 えべつ角山パークランドＣ 98

7 菅原　芳昭 えべつ角山パークランドＢ 98

8 小林　正夫 シーサイドみなくるパークゴルフ場B 99

9 梅村　斉次郎 シーサイドみなくるパークゴルフ場A 99

10 清本　秀樹 白老パークゴルフクラブ 99

順位 氏　名 ���名 ���

女子個人成績　トップ５

1 山橋　崇子 札幌ＰＧ倶楽部　福移の杜コースＢ 101

2 大木　絹子 えべつ角山パークランドＢ 104

3 梅枝　典子 えべつ角山パークランドＡ 104

4 菅原　久美 えべつ角山パークランドＡ 105

5 川瀬　一子 コトロパークA 106


