
平成27年第10回八幡平市市民パークゴルフ大会成績表

（男子）　　　　（安比高原牧場パークゴルフ場　27・6・21）
l順位 l �l氏　名 】 �l住所 1 �l ■青　黄　緑　赤 ����l計 I �lTk－lLノ、／t ′｝▼／■’′l′ †7ヽ／ 】ノ′　l 

1 �安保　信夫 �亦戸川原 �24 �29 �23 �25 �101 � 

2 �川又　繁信 �矢　神 �26 �28 �25 �22 �101 � 

；3 �l′▼山上◆　HT＝ 　フ当世FJ眼－ �亦戸川原 �l（′ヽ 　∠J �l′ヽ′ヽ 　∠》 �l′ヽ′ヽ 　∠0 �－　24 �102 �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

池田　勝美

澤口　力男

八幡　兼矢

遠藤　直美

角館　繁美

佐藤　　満

安保　郁男

11 �小野寺清一 �大　更 �27 �31 �25 �25 �108 � 

12 �五日市昭二 �荒屋新町 �25 �33 �25 �25 �108 � 

13 �川瀬　紘基 �田　頭 �25 �32 �29 �22 �108 � 

14 �斉藤　貞男 �上の山 �27 �32 �24 �26 �109 � 

関　　　博

関　　力雄

木堂　五郎

中村　良三

安保佐代治

斎藤　　隆

坂上　和夫

畠山　昭治

八幡　　勝

畠山　雄三

藤原　富男

盛内　源栄 荒屋新町

安保　泰三

31 �種市　光則 �久　田 �乏テ �37 �28 �32 �124 � 

32 �伊藤　光男 �堀　切 �29 �33 �33 �30 �125 � 

33 �田村　義也 �平　舘 �30 �37 �31 �29 �127 � 

佐藤　建太 荒屋新町

関本　義雄

鈴木　　甲 欠



平成27年第10回八幡平市市民パークゴルフ大会成績表

（女子）　　　　　　　　（安比高原牧場パークゴルフ場　27・6・21）
I順位 l �l氏　名■ l �l住所 l �l 】青黄　緑　赤 ����l乏し PI l �lJT－Il．ノヽ／l ′ヾヽ′●’′l｝’ 「7ヽ／ i／′ 

1 �川瀬　順子 �田　頭 �25 �30 �24 �24 �103 � 

2 �阿部　サヨ �大又沢口 �26 �31 �24 �24 �105 � 

3 �川又　イヨ �矢　神 �27 �31 �24 �28 �110 � 

4 �角館多恵子 �亦戸川原 �26 �31 �27 �27 �111 � 

5 �高橋　育子 �平　舘 �29 �31 �26 �27 �113 � 

－　　6 �l畠山　トヨ �l田　頭 �127 �130 �】29 �128 �1114 �l　　　　　　　　　　　　　　l 

l 　／ �■　澤口　政子 �一大■　更 �■　27 �134 �－　28 �t　27 �1116 �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

8 �池田　信世 �大　更 �24 �37 �27 �28 �116 � 

9 �三浦ヨシノ �石名坂 �31 �30 �28 �28 �117 �（D 

10 l �．川・又登志子 �．丑山口 �．26 �．33 �－　32 �．26 �．117 �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 

11 �盛内　勝子 �荒屋新町 �28 �34 �28 �29 �119 � 

12 �橋本　ヨシ �前　田 �29 �31 �30 �29 �119 � 

13 �関本　トメ �兄　畑 �26 �33 �28 �33 �120 � 

14 �安保　和子 �亦戸川原 �30 �36 �28 �31 �125 � 

15 �斎藤　　照 �平　舘 �32 �36 �36 �28 �126 � 

－　16 �．三浦　栄子 �酔t首1r l〝ゝヽ■■シヽl �　ノF lノヽ �l �i �l �l �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　】 

117 �】三角　紀美 �一古屋敷 �■　欠 �l �l �l �l �l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l 


