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大会回数 開催日 開催場所 優勝者 準優勝者 三位入賞者

174 ２０２０，１２，０２  富士国際GC 長嶋　正明 高野　和之 徳山　正樹

173 ２０２０，０９，０4  小田原湯本CC 坊木　義広 熊谷　弘之 丸尾　　秀 

２０２０，０６，０３  大熱海国際GC・大仁

172 ２０２０，０３，３１ 箱根CC 佐野　　博 織田　謙二 巻幡　　朗 

171 ２０１９，１２,０３ 富士国際GC 大字　　進  古橋興一郎  高寺　　賢

170 ２０１９，０９,０６  小田原湯本CC 杉﨑　俊夫 中川　章夫 長田　高昭

169 ２０１９，０６，０４  大熱海国際GC・大仁 徳山　正樹 川久保　栄二  高寺　　賢

168 ２０１９，０３，２９  箱根CC 内山　輝雄 土江　　正  小川　弘喜

167 ２０１８，１２，０４  富士国際GC 河野　正敏   広瀬　浩三 鈴木　　裕

166 ２０１８，０６，０１  大熱海国際GC・大仁 津島　三二  渡辺　美男 村上　恒義

165 ２０１８，０３，３０  箱根CC 津島　三二  澤田　純二 巻幡　　朗 

164 ２０１７，１２，０５  富士国際GC 丸尾　　秀  近藤　紘二  古橋與一郎

163 ２０１７，１０，０4  小田原湯本CC 壺林　　勲  村田　省三  鮎川　　勲

162 ２０１７，０６，０１  大熱海国際GC・大仁 正井耕一郎  佐野　　博  渡辺　美男

161 ２０１７，０３，３１  箱根CC 大字　　進  塚田　英行  内山　輝雄

160 ２０１６，１２，０２  富士国際GC 後藤　時正  土江　　正  弟子丸卓也 

159 ２０１６，０９，０５  小田原湯本CC 川久保栄二 熊谷　弘之  山辺　俊幸 

158 ２０１６，０６，０２  大熱海国際GC・大仁 高寺　　賢  巻幡　　朗  竹下　康哉 

157 ２０１６，０３，２９  箱根CC  杉崎　俊夫 内田　治男 織田　謙二 

156 ２０１５，１２，０３  富士国際GC 中川　章夫 古橋興一郎  澤田　純二 

155 ２０１５，０９，０９  小田原湯本CC

特別同好ゴルフ  ２０１５，０６，０２  大熱海国際GC・熱海 熊谷　弘之 外園　廣二  石川　　修 

１５４  ２０１５，０６，０１  大熱海国際GC・大仁 坊木　義広 佐野　　博  吉川　順一

153 ２０１５，０３，２０  箱根CC 石川　　修 鈴木　　裕   古橋興一郎

１５２  ２０１４，１２，０３  箱根CC 鮎川　　稔 徳山　正樹  椋木　淳二

１５１  ２０１４，０９，１７  小田原湯本CC 壺林　　勲 兼子　由博   後藤　時正

150 ２０１４，０６，０３  大熱海国際GC  石井　　邁  富山　国定   外園　廣二

１４９  ２０１４，０３，３１  富士国際ＧＣ 渡辺　美男 澤田　純二   徳山　正樹

１４８  ２０１３，１２，０５  箱根CC 金田　博允 苅篭　克己  荒武　保朗

１４７  ２０１３，０９，１８  小田原湯本CC  津島　 三二 古橋興一郎  佐野　　博 

１４６  ２０１３，０６，０７  富士国際GC 竹下　康哉 田野岡忠男   古橋興一郎

１４５  ２０１３，０３，２５  秦野CC  後藤　時正 升井　延佳  丸尾　　秀 

１４４  ２０１２，１２，０６  箱根CC  佐々木義博 鈴木　　裕  伊藤　邦雄 
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１４３  ２０１２，０９，１２  小田原湯本CC 鮎川　　稔 小川　弘喜  甘粕　修二 

１４２  ２０１２，０６，０５ 大厚木CC・桜コース 村田　省三 松山　伸次  富山　國定 

１４１  ２０１２，０３，２３ 秦野CC 渡辺　美男  澤田　純二  村田　省三 

140 ２０１１，１２，０５ 箱根CC 原　　知敏 鈴木　　裕 伊藤　邦雄

139 ２０１１，０９，１４ 小田原湯本CC 壷林　　勲 外園　廣二 木村　　勲

138 ２０１１，０６，０８ 秦野CC 杉崎　俊夫 山辺　俊幸 古橋興一郎

137 ２０１０，１２，０２ 大厚木CC・桜コース 弟子丸卓也 壷林　　勲 松尾　幸夫

136 ２０１０，０９，１３ チェックメイトCC 荒武　保朗 石井　　邁 杉本　廣士

135 ２０１０，０６，０９ 秦野CC 後藤　時正 山辺　俊幸 松尾　幸夫

134 ２０１０，０３，２９ 箱根CC

133 ２００９，１２，０２ 大厚木CC・桜コース 村田　　操 佐々木義博 大字　進

132 ２００９，０９，２９ チェックメイトCC 川久保栄二 巻幡　　朗 小川　弘善

131 ２００９，０６，０５ 小田原湯本CC 古橋興一郎 中川　章夫 小川　弘善

２００９，０３，２６ 富士国際GC

130 ２００８，１２，０３ 小田原湯元CC 内山　輝雄 吉川　　茂 壷林　　勲

129 ２００８，０９，１６ チェックメイトCC 石川　　修 田野岡忠男 鈴木　良造

128 ２００８，０６，０６ 富士国際GC 富山　国定 富山　照子 鈴木　良造

127 ２００８，０３，２７ 足柄森林カントリーC 杉崎　俊夫 竹下　康哉 熊谷　弘之

126 ２００７，１２，０４ 小田原湯本CC 富山　国定 落合　守人 内山　輝雄

125 ２００７，０９，２０ チェックメイトCC 美和　靖男 村上恒義 田中　誠一

124 ２００７，０６，０８ 富士国際GC 塚田　英行 持田　卓志 山田　延実

123 ２００７，０４，０３ 足柄森林カントリーC 金田　博允 山田　延実 村田　省三

122 ２００６，１２，０１ レインボーCC 古橋興一郎 寺田　正武 塚田　英行

121 ２００６，０９，１９ チェックメイトCC 米山　和男 松尾　幸夫 熊谷　弘之

120 ２００６，０６，０５ 富士国際ＧＣ 後藤　時正 八木澤一臣 杉本　廣士

119 ２００６，０４，０７ 東富士ＣＣ 八木澤一臣 津島　三二 北村　重照

118 ２００５，１２，０２ レインボーＣＣ 松澤　道夫 寺田　正武 山田　延実

117 ２００５，０９，２８ チェックメイトＣＣ 弟子丸卓也 川久保栄二 竹下　康哉

116 ２００５，０６，１０ レインボーＣＣ 升井　延佳 鈴木　良造 小川　弘喜

115 ２００５，０３，２８ 富士国際ＧＣ 古橋興一郎 杉崎　俊夫 升井　延佳

114 ２００４，１２，１４ 大秦野ＣＣ 米山　和男 富山　国定 川久保栄二

113 ２００４，０９，２８ 東富士ＣＣ 金子　敏明 北村　重照 熊谷　弘之

112 ２００４，０６，１５ チェックメイトＣＣ 松澤　道夫 南野　恭三 佐田　吉一

111 ２００４，０３，１１ 富士ヘルス＆ＣＣ 熊谷　弘之 山田　延実 落合　守人

110 ２００３，１２，１０ 富士平原ＧＣ 井川　順三 後藤　時正 椋木　淳二

109 ２００３，０９，２５ 太平洋Ｃ相模コース 八木澤一臣 織部　忠義 藤本　時弥

108 ２００３，０６，０２ 足柄森林ＣＣ 荒木　宏治 佐々木義博 杉崎　俊夫

107 ２００３，０３，２５ 富士国際ＧＣ 金子　敏明 後藤　時正 松澤　道夫

106 ２００２，１２，０６ 湘南シーサイドＣＣ 古橋興一郎 中川　章夫 金子　敏明

105 ２００２，０９，０６ レインボーＣＣ 八木澤一臣 柴田　　勉 鈴木　良造

104 ２００２，０６，１２ 芙蓉ＣＣ 井川　順三 杉崎　俊夫 安藤　泰三

103 ２００２，０３，２７ 芙蓉ＣＣ 由井　隆久 杉本　国秦 森　　俊幸

雪のため途中中止

雪のため中止



102 ２００２，０１，２５ 湘南シーサイドＣＣ 表　　八郎 川瀬　哲成 島田　清志

101 ２００１，０９，１０ 伊勢原ＣＣ 吉永　　寿 橋田　良一 荒木宏治郎

100 ２００１，０６，０７ 那須ハイランドＧＣ 米山　和男 鈴木　良造 松富　義秀


