
NO．１

第９３回 第９４回 第９５回 第９６回 第９７回 第９８回 第９９回

会　場 総武 千葉セントラル 会　場 かずさ ロッテ 長南 小御門 京葉

日程 3月5日 3月26日 日程 4月16日 5月7日 5月28日 6月18日 7月9日

優　勝 下池　登 石山　巖 優　勝 渡辺 のり子 久保田　完治 高山　義政 柴崎　昇 石田 光一

２位 清水　悦美 風戸　広一 ２位 坂本 欣俊 松尾　辰弥 間野　新一 武藤　眞 山﨑 紀生

３位 浅尾　明廣 有賀　康二 ３位 下池 登 村上　義則 清水　悦美 有賀　康二 棚倉 昭男

１５位 高橋　憲昭 田代　栄二 １０位 久保田 完治 生原　等 増田　文夫 坂田　勝康 磯野 実

３０位 平泉　元 池上　秀雄 ２０位 石田 智宥 石田　光一 秌場　勝 三原　照禮 生原 等

４５位 斉藤　達夫 風戸　正敏 ３０位 星野 和彦 清水　悦美 佐藤　弘 大越　克己 丸 尚作

６０位 富田　精夫 船津　栄蔵 ４０位 西川 廣正 杉木　幸男 向井　省二 斉藤　達夫 高山 義政

７５位 藤枝　進 坂田　勝康 ５０位 松崎 一王 渡辺　喜彦 柴崎　昇 清水　悦美 金子 正

９０位 守下　正彦 酒井　民雄 ６０位 豊田 勝夫 半田　正芳 武村　静雄 鈴木　昭一 大屋 勉  

１０５位 片岡　洋生 ７０位 佐伯　幸孝 丸　尚作 松繁　晃 豊田　勝夫 佐藤 弘 

ベスグロ 浅尾　明廣 清水　悦美 ８０位 柴崎　昭 石川　治男 井上　由紀子 桝渕　吉和 香取 好隆 

ＢＢ 中田　耕一 山口　昭廣 ９０位 鎗田 賢寿 田中　清 友利　弘明 松繁　晃 　西川 廣正     

当日特別賞 会　直岐 西川　廣正 １００位 植草 繁 香取　好隆 渡辺　敬市 彦久保　庄司 　元橋 登    

参加者数 109名 116名 １１０位 山口 髙子 渡辺　のり子 石野　重雄 井上　由紀子 　杉木 幸男   

（うち7名はNR） １２０位 松繁 晃 江澤　茂雄 妻本　広子 岩本　昭司 吹野 由利子

１３０位 白鳥 隆次 佐合　教和 坂本　勝 小林　秀夫 植草 忠 

１４０位 佐合 教和 松村　興志 新納　正昭 飯塚　英夫 金子 昭二  

１５０位 松村 興志 柴崎　昭 川上 俊次 

１６０位 麻生 綱雄 杉木　蓉子 　水野 光子   

１７０位 土肥 正幸 井上　由紀子

１８０位 金坂　幸夫

ベスグロ 下池　登 下池　登 高山　義政 安川　正人 下池 登

ＢＢ 山口　昭廣 太田和　政枝 柳沼　貞明 森　　満 太田和　政枝

当日特別賞 安川　正人 井野　記男 安川　正人 丸　尚作 酒井 均

参加者数 178名 185名 140名 145名 170名

平成24年「体協懇親ゴルフ大会」入賞者一覧

全体の部

年１４回行い、平成２４年の参加者をトータルすると２１０３名となりました。
毎回大勢の方にご参加いただき、感謝申し上げます。

来年のゴルフ場は、今年開催したところを含めて、現在、事務局で調整しております。
来年３月からのご案内につきましては、１月下旬ころに送付させていただきます。

一年間ありがとうございました。　平成２４年１２月　懇親ゴルフ大会事務局



NO．２

第１００回 第１０１回 第１０２回 第１０３回 第１０４回 第１０５回 第１０６回

会　場 ラ・ヴィスタ 真名 丸の内 大多喜 南茂原 成田 ムーンレイク

日程 7月30日 9月3日 9月24日 10月15日 11月5日 11月26日 12月17日

優　勝 庄司　忠男 片山 克 宇津木　進 小林　秀夫  白澤　勝彦 佐藤　正利 風戸　正敏

２位 間野　新一 秌場 勝 武半　國夫 風戸　正敏  柴﨑　昇 安川　正人 山際　昭司

３位 佐藤　正利 井上 幹男 秌場 勝 芝原　正司  清水　悦美 宮沢　貞子 石井　一夫

１０位 柴﨑　昇 星野 昭栄 増田　文夫 金内　春雄  江澤　茂雄 友利　弘明 石渡　正路

２０位 石井　博 半田 正芳 金子 正 増田　文夫  髙山　義政 磯野　実 松繁　晃

３０位 寺田　昇 山崎 紀生 庄司　忠男 柴崎　昇  武藤　眞 武半　國夫 金坂　宣明

４０位 吉岡　忠夫 石野 重雄 風戸　正敏 桝渕　吉和  生原　等 田中　勝 市原　信幸

５０位 池上　秀雄 永田 数美 石丸　喜信 織部　法雄  井野　記男 元橋　登 江澤　栄夫

６０位 松崎　一王 棚倉 昭男 江澤　栄夫 山崎　洋  石井　博 三原　照禮 前田　康治

７０位 小林　明 山田 豊和 半田　正芳 石田　智宥  丸島　賢 晴山　俊夫 宇津木　進

８０位 武藤　眞 渡辺 喜彦 辻田　憲男 鶴岡　幸雄  太田和　久行 太田和　政枝 山田　豊和

９０位 岡野　孝之 石川 忠夫 及川　清 吉田　健一  晴山　俊夫 酒井　隆

１００位 増井　健人 久保田 完治 水越　克己 中田　耕一  髙橋　憲昭 佐伯　幸孝

１１０位 井上　由紀子 坂田 勝康 峯岸　日出男 下池　登  船津　栄蔵 吹野　由利子

１２０位 増田　文夫 古山 慶子 鳥山　昌一 吹野　由利子  森田　昭司 渡邊　修一

１３０位 佐藤　さち子 節川 満久 大和久　綾子 大和久　綾子  鎗田　賢寿 向井　省二

１４０位 丸島 賢 丸　尚作 太田和　政枝  神谷　ミキ子 槇原　良紀

１５０位 亀田 耕一 小倉　正治  高橋　重雄 富田　陽美

１６０位 坂本 勝  渡辺　光爾 安藤　勝巳

１７０位  白鳥　一成 吉岡　宏三

１８０位  土肥　正幸 寺田　昇

ベスグロ 安川　正人 安川　正人 清水　悦美 間野　新一  安川　正人  安川　正人 山際　昭司

ＢＢ 早川　芙佐子 岡戸　宏之 太田和　政枝 飯塚　英夫 太田和　政枝 土肥　正幸 佐藤　正宣

当日特別賞 北村　隆志 井野 記男 浦壁　敏介 江口　憲治 坂本　欣俊 村山　俊男 根本　健司

参加者数 140名
 167名 146名 153名 182名 88名 184名

（うち1名棄権） （うち1名棄権）

女性の部 グランド
シニアの部

優　勝 宮沢　貞子 高原 常吉

２位 宮岡　美和子 桝渕 吉和

３位 大津　宏子 坂本 欣俊

平成24年「体協懇親ゴルフ大会」入賞者一覧


