
（一社）日本建築協会東海支部
研修委員会ゴルフ担当

開催日 コース 参加者 優勝 準優勝 3位

第1回 1994（平成6）.11.15 中京GC・石野コース 16 仙田　篤 森口 雅文 上野 恵三

第2回 1995(平成7).4.18 緑ヶ丘CC 16 中島 英輝 森口 雅文 川瀬 孝雄

第3回 1995(平成7).10.19 東名古屋GC（東） 18 石垣 正直 芳山 明久 近藤 幸生

第4回 1996(平成8）.4.10 中日CC 21 植田　明 樫森 克彦 芳山 明久

第5回 1996(平成8).10.17 セントフィールドCC 19 小川 清一 田沼 久繁 植田　明

第6回 1997(平成9）.4.11 中京GC・石野コース 20 芳山 明久 長谷川正明 仙田　篤

第7回 1997(平成9）.10.14 涼仙GC 23 石垣 正直 長谷川正明 城　勇二

第8回 1998（平成10).4.14 緑ヶ丘CC 20 植田　明 武藤 謙人 越智 文篤

第9回 1998（平成10).10.13 富士CC可児（織部） 22 長谷川正明 寺本 英一 芳山 明久

第10回 1999（平成11).4.15 こぶしCC 19 鈴木 喜之 川瀬 孝雄 小川 清一

第11回 1999（平成11).10.22 ローモンドCC 24 植田　明 芳山 明久 三輪 泰次

第12回 2000（平成12).4.14 サンベルグラビアCC 22 寺本 英一 近藤 幸生 武藤 謙人

第13回 2000（平成12).11.17 こぶしCC 16 近藤 幸生 三輪 泰次 石川　智

第14回 2001（平成13).6.13 グレースヒルズCC 18 芳山 明久 植田　明 下田 哲荘

第15回 2001（平成13).11.13 オールドレイクGC 16 近藤 幸生 浅井 勝利 石垣 正直

第16回 2002(平成14年).6.12 多治見CC 11 武藤 謙人 石垣 正直 市江 文雄

第17回 2002(平成14年).10.19 鈴鹿CC（東） 18 和宇慶朝武 岡野 聴久 越智 文篤

第18回 2003（平成15年）.6.7 名古屋港GC（富浜） 12 植田　明 市江文雄 佐藤 規夫

第19回 2003（平成15年）.10.4 富士CC可児（美濃） 14 北川 貴啓 仙田　篤 和宇慶朝武

第20回 2004（平成16).6.3 中京GC・石野コース 20 北川 貴啓 佐藤 規夫 堀端 関雄

第21回 2004（平成16).12.9 中京GC・石野コース 15 石垣 正直 中野　正 堀端 関雄

第22回 2005（平成17).6.2 ライオンズGC 15 柘植 友記 芳山 明久 若林 宗康

第23回 2005（平成17).10.18 みずなみCC 18 杉澤 和男 芳山 明久 吉崎 敏夫

第24回 2006(平成１8).6.6 霞ゴルフクラブ 18 吉崎 敏夫 芳山 明久 柘植 友記

第25回 2006(平成１8).10.17 藤岡カントリークラブ 18 吉崎 敏夫 仙田　篤 柘植 友記

第26回 2007(平成19).6.7 藤岡カントリークラブ 19 吉崎 敏夫 北川 貴啓 堀端 関雄

第27回 2007(平成19)10.16 森林公園ゴルフ場 14 植田　明 北川 貴啓 川西 孝一

第28回 2008(平成20) 6.12 ザ･トラディションGC 15 北川 貴啓 古村 政人 仙田 篤

第29回 2008(平成20) 10.23 南山カントリークラブ 16 北川 幸吉 古村 政人 若林 宗康

  第30回 2009(平成21)6.9 中京GC・石野コース 14 古村 政人 松本 和彦 森口 雅文

第31回 2009(平成21) 10.22 瑞陵GC 12 芳山 明久 越智 文篤 若林 宗康

第32回 2010(平成22) 6.3 三重CC 15 田中 利幸 今井 祥子 若林 宗康

第33回 2010(平成22) 10.14 三重CC 15 古村 政人 石田  進 石黒 鐵彦

第34回 2011(平成23)6.23 森林公園ゴルフ場 14 虎澤 一也 森口 雅文 若林 宗康

第35回 2011(平成23)10.6 森林公園ゴルフ場 12 掘端 関雄 宮丸 孝史 中根 千敏

第36回 2012(平成24)5.15 オールドレイクGC 9 森口 雅文 若林 宗康 堀井  晃

第37回 2012(平成24) 10.4 森林公園ゴルフ場 14 堀井 晃 越智 文篤 宮丸 孝史

第38回 2013(平成25）6.13 森林公園ゴルフ場 13 石黒 鐵彦 芳山 明久 堀井 晃

第39回 2013(平成25）10.10 森林公園ゴルフ場 13 今井 祥子 芳山 明久 中根 千敏

第40回 2014(平成26）6.12 中京GC・石野コース 12 今井 祥子 古村 政人 堀井 晃

第41回 2014(平成26）1009 森林公園ゴルフ場 12 石黒 鐵彦 古村 政人 宮丸 孝史
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第42回 2015(平成27）7.16 森林公園ゴルフ場 13 中山公隆 澤田康司 堀井 晃

第43回 2015(平成27）11.18 森林公園ゴルフ場 12 石黒 鐵彦 澤田康司 吉田 祥子

第44回 2016(平成28）6.30 森林公園ゴルフ場 16 宮丸 孝史 澤田康司 井平 敬

第45回 2016(平成28）10.26 森林公園ゴルフ場 16 宮丸 孝史 澤田康司 堀井 晃

第46回 2017(平成29）06.15 森林公園ゴルフ場 16 本梅 誠 井平 敬 佐伯 博

第47回 2017(平成29）11.29 森林公園ゴルフ場 17 多湖 隆 高橋厚博 梅田泰信

第48回 2018(平成30）6．02 森林公園ゴルフ場 18 高橋厚博 肥後 信彦 中根 千敏


