
第121回 第122回 第123回 第124回 第125回 第126回 第127回 第128回 第129回 第130回 第131回 第132回 第133回 第134回

会　場 ムーンレイク 房総（房総） ロッテ皆吉台 千葉国際 ラ・ヴィスタ 京葉 真名 長南 丸の内 南茂原 千葉セントラル 山武グリーン 千葉新日本 ムーンレイク

日程 3月17日 4月14日 5月7日 5月26日 6月16日 7月7日 7月28日 8月25日 9月16日 10月6日 10月27日 11月17日 12月8日 3月9日

優　勝 髙橋　憲昭 片山　克 尾高　範孝 田中　清 安川　正人 池上　秀雄 尾高　範孝 石井　玲子 田中　清 吉岡　輝臣 星野　昭栄 藤村　孝史 宇津木　進

２位 小川　公司 岡部　信一 星野　昭栄 清水　悦美 清水　悦美 久保田　完治 石山　巖 水越　克己 生原　等 清水　悦美 吉岡　忠夫 下池　登 高山　義政

３位 杉木　幸男 小嶋　保廣 片山　克 武村　静雄 植草　忠 堀　正之 鳥山　昌一 清水　悦美 棚倉　昭男 庄司　忠男 江口　憲治 庄司　忠夫 駒塚　富男

１０位 西田　和男 棚倉　昭男 吉川　博昭 有賀　康二 北村　隆志 棚倉　昭男 大越　克己 尾本　賢司 髙石　修蔵 石井　一夫 安川　正人 星野　昭栄 大越　克己

２０位 槇原　良紀 船津　栄蔵 丸田　肇 西川　廣正 石井　玲子 根本　庸子 濱井　清之 山﨑　晶司 高橋　勝治 小倉　義和 星野　和彦 駒塚　富男 石渡　正路

３０位 宮崎　剛 柴崎　昭 坂本　勝 酒井　民雄 田中　清 山村　賢治 池上　秀雄 坂本　欣俊 田代　栄二 髙橋　憲昭 武村　静雄 渡辺　静子 江口　憲治

４０位 大越　克己 岡野　孝之 武半　國夫 高野　幸夫 吉田　健一 鶴岡　宏三 吉田　健一 井野　記男 山田　豊和 藤村　孝史 麻生　綱維 浦部　晴彦 江澤　茂雄

５０位 金坂　宣明 及川　清 渡辺　喜彦 久保田　完治 松崎　清 金子　正 石田　光一 石野　重雄 槙原　良紀 山田　一夫 山田　一夫 市原　信幸 阿部　実

６０位 髙橋　伸二 小倉　義和 菅澤　政子 槙原　良紀 槙原　良紀 高野　幸夫 石渡　正路 渡辺　光爾 高橋　重雄 彦久保　庄司 駒塚　富男 鶴岡　宏三 篠原　和廣

７０位 間野　新一 吉川　博昭 槙原　良紀 柴崎　昇 山田　一夫 増井　健人 夏目　和久 藤村　孝史 武半　國夫 山田　豊和 小倉　義和 田代　栄二 金坂　宣明

８０位 佐藤　さち子 金子　正 浅井　継一 石川　治男 西田　和男 西川　廣正 髙橋　勝治 鶴岡　宏三 織部　法雄 半田　正芳 田中　寛文 田中　勝 小川　公司

９０位 吉田　健一 田中　清 金坂　宣明 石井　一夫 高橋　重雄 金坂　宣明 神谷　ミキ子 及川　清 田中　寛文 中田　耕一 鈴木　時男 松崎　一王 大津　弘子

１００位 松尾　辰弥 尾本　賢司 根本　諭 伊藤　勇 山田　豊和 金坂　幸夫 渡辺　敬市 浦部　晴彦 太田和　政枝 石川　勝禰 高野　幸夫 加藤　修之

１１０位 阿部　実 辻田　憲男 向井　省二 太田和　久行 市原　信幸 青木　昭正 牧野　豊 石川　忠夫 髙橋　勝治 丸　尚作 川上　俊次 佐藤　博

１２０位 積田　幹 矢崎　真里恵 石田　智宥 田中　寛文 伊達　和民 髙橋　重雄 中野　初枝 平泉　元 石井　一夫 早川　昭彦

１３０位 髙原　常吉 羽田　明美 山口　昭廣 森　満 柏山　幸一 大和久　綾子 青木　昭正 山口　昭廣 相澤　康 井野　紀男

１４０位 髙橋　勝治 市原　信幸 金内　春雄 元橋　登 水越　克己 兼清　喜代子 藍原　誠壽 元橋　登

１５０位 井上　由紀子 森　満 松村　興志 川上　俊次 兼清　喜代子

１６０位 佐合　教和

ベスグロ 尾高　範孝 浅尾　明廣 清水　悦美 清水　悦美 片山　克 山﨑　紀生 田代　栄二 清水　悦美 清水　悦美 尾髙　範孝 下池　登 清水　悦美 尾高　範孝

ＢＢ 井上　由紀子 増田　扶二子 飯塚　英夫 飯塚　英夫 佐合　教和 川上　俊次 麻生　肇 羽田　明美 市原　将夫 髙橋　勝治 大槻　喜美 山崎　洋 川上　俊次

当日特別賞 伊藤　勇 武半　國夫 坂田　勝安 藍原　誠壽 鳥山　晶一 田代　栄二 安川　正人 酒井　均 柴崎　昭 金子　正 高橋　憲昭 江澤　栄夫 国分　博之

参加者数 152 150 166 98 149 142 143 139 152 111 120 141 158

第１２５回 女性の部 第１２７回 グランドシニアの部

優　勝 石井　玲子 優　勝 清水　悦美

２位 兼清　喜代子 ２位 山田　一夫

３位 根本　庸子 ３位 髙橋　伸二

平成26年「体協懇親ゴルフ大会」入賞者一覧


