
第135回 第136回 第137回 第138回 第139回 第140回 第141回 第142回 第143回 第144回 第145回 第146回 第147回 第148回

会　場 ゴールデンクロス ロッテ皆吉台 ミルフィーユ 万木城 京葉 真名（真名） 長南カントリー 丸の内 南茂原 千葉セントラル 山武グリーン 千葉新日本（外房） 房総（房総） ムーンレイク（茂原）

日程 4月13日 5月7日 5月25日 6月15日 7月6日 7月27日 8月17日 9月7日 9月28日 10月19日 11月9日 11月30日 12月21日 3月7日

優　勝 坂本　欣俊 安川　正人 安川　正人 佐藤　正利 生原　等 杉木　幸男 増井　健人 吹野　由利子 松尾　辰弥 庄司　忠男 佐藤　正利 草刈　精一 槇原　良紀 柴崎　昭

２位 山田　豊和 藤村　孝史 下池　登 髙山　義政 石田　光一 片山　克 石井　玲子 尾高　範孝 安川　正人 石井　玲子 武藤　眞 棚倉　昭男 土田　主弘 吉岡　輝臣

３位 三上　修 渡邊　勝人 宮崎　剛 濱井　清之 藤村　孝史 植草　忠 西田　和男 片山　克 田中　清 関口　義雄 生原　等 下池　登 吉川　博昭 髙橋　憲昭

１０位 増田　文夫 星野　昭栄 木俣　俊昭 間野　新一 金子　正 石田　智宥 生原　等 山際　昭司 山崎　晶司 森　満 麻生　綱維 渡辺　静子 佐藤　弘 岡部　信一

２０位 吉川　博昭 清水　悦美 髙橋　憲昭 小川　直哉 槙原　良紀 土屋　文雄 石田　光一 安川　正人 相澤　康 芝原　正司 金内　春雄 安川　正人 武田　公男 山田　一夫

３０位 田代　栄二 石田　智宥 村上　義則 風戸　豁侑 杉木　幸男 清水　悦美 水越　克己 髙山　義政 植草　忠 金坂　宣明 小松崎　次男 市原　信幸 石井　玲子 武藤　眞

４０位 石井　一夫 金子　正 金坂　宣明 石渡　正路 松井　右近 木村　豊 小倉　義和 植草　忠 武田　公男 田中　寛文 杉木　幸男 白鳥　一成 森田　昭司 白澤　勝彦

５０位 半田　正芳 吉田　健一 岡野　孝之 亀田　耕一 久保田　完治 鈴木　良枝 丸　尚作 岡野　孝之 木村　豊 吉岡　輝臣 高橋　正巳 中村　吉光 鈴木　良枝 白鳥　一成

６０位 早川　昭彦 佐藤　忠男 伊藤　昭二 桝渕　吉和 中田　耕一 武田　公男 増田　扶二子 永田　直子 石山　巌 佐藤　さち子 向井　省二 武田　公男 吹野　由利子 森田　昭司

７０位 小林　一彦 本間　宏 磯野　実 岡戸　宏之 松繁　晃 伊藤　勇 森田　昭司 石井　博 柴崎　昇 佐藤　弘 山田　一夫 吹野　由利子 磯野　実 伊藤　勇

８０位 岡戸　宏之 向井　省二 石丸　喜信 石井　一道 根本　庸子 池上　秀雄 高山　美根子 高橋　重雄 金子　正 小林　秀夫 磯野　実 本間　宏 相澤　康

９０位 西川　廣正 渡辺　喜彦 山崎　洋 相澤　康 山崎　洋 増井　健人 石川　治男 石渡　正路 柴崎　昭 石野　重雄 早川　昭彦

１００位 積田　幹 坂中　譜美雄 吹野　由利子 柴崎　昭 足立原　三雄 辻田　憲男 赤田　先司 小川　公司 神谷　ミキ子 関口　義雄

１１０位 小松崎　次男 飯塚　英夫 羽田　明美 髙山　美根子 香取　好隆 渡辺　修一 上松　四司 森　満 佐藤　さちえ

１２０位 藍原　誠壽 増田　重衛 御園生　孝 大槻　喜美

１３０位 池上　秀雄 羽田　明美

１４０位 丸　尚作 永田　直子

１５０位 植草　繁

１６０位

ベスグロ 坂本　欣俊 尾高　範孝 下池　登 清水　悦美 生原　等 清水　悦美 石田　光一 尾高　範孝 尾高　範孝 髙橋　憲昭 尾髙　範孝 清水　悦美 安川　正人 生原　等

ＢＢ 渡邊　久夫 飯塚　英夫 永田　直子 大槻　喜美 水野　光子 早川　昭彦 磯野　実 増田　扶二子 大槻　喜美 佐合　教和 元橋　登 松江　光昭 岡戸　宏之 大津　弘子

当日特別賞 松尾　辰弥 小川　宏一 伊藤　春夫 根本　健司 尾高　範孝 高橋　正巳 武田　公男 濱井　清之 増田　扶二子 田代　栄二 岡部　信一 池上　秀雄 吉岡　忠夫 吉川　博昭

参加者数 80 161 106 117 92 113 103 114 118 144 79 114 125 123

グランドシニアの部 女性の部

優　勝 浅井　継一 佐藤　さち子

２位 元橋　登 大津　弘子

３位 織部　法雄 春間　典子

平成27年「体協懇親ゴルフ大会」入賞者一覧


