
種 開催コース ｽｺｱ(36Ｈ*2名）・ｵｰﾊﾞｰ数

別 ﾔｰﾄﾞ・ﾊﾟｰ 平均スコア

平成13年（2001年） 男 トムワトソンＧＣ 高橋国彦・竹本哲男 326（+38）

第1回 子 ６，６２４／７２ 玉井興司 81.5

宮崎県 女 ハイビスカスＧＣ 青川文子・山下美代子 340（+52）

9月20日(木)～22日(土) 子 ６，０１９／７２ 中山かずえ 85.0

平成14年（2002年） 男 箱根ＣＣ 天河嘉郎・平田忠 328（+40）

第2回 子 ６，７１６／７２ 原田武 82.0

神奈川県 女 大箱根ＣＣ 川岡咲子・藤岡美紀 365（+69）

11月6日(水)～8日(金) 子 ６，２１７／７４ 松尾順子 91.3

平成15年（2003年） 男 橋本ＣＣ 竹島克好・藤本勇 313（+25）

第3回 子 ６，７０６／７２ 福永伸嗣 78.3

和歌山県 女 紀伊高原ＣＣ 中谷ふくえ・中村満恵 264（+48）

9月18日(木)～20日(土) 子 ５，７３８／７２ 山田秀子 88.0

平成16年（2004年） 男 宇津峰ＣＣ（那須･磐梯) 岡崎峰夫・吉村和正 286（-2）

第4回 子 ６，４０６／７２ 東條善人 71.5

福島県 女 矢吹ＧＣ 有吉美津江・後藤節子 352（+64）

9月22日(水)～24日(金) 子 ５，９７１／７２ 髙橋暁子 88.0

平成17年（2005年） 男 呉羽ＣＣ･日本海 中村哲三・松本静夫 327(+39)

第5回 子 ６，８６５／７２ 河本勇 81.7

富山県 女 高岡ＣＣ・瀬成 山本歌子・三戸博子 370（+82）

9月20日(火)～22日(木) 子 ５，７８５／７２ 木村信子 92.5

平成18年（2006年） 男 松永ＣＣ 宮田和成・津野地雅美 329（+41）

第6回 子 ６，４９３／７２ 岡崎悦二 82.3

広島県 女 新市クラシックＧＣ 山根美寿代・村重百代 362（+74）

9月19日(火)～21日(木) 子 ５，９７０／７２ 山田貴己子 90.5

平成19年（2007年） 男 近江ＣＣ 野島洋二・青木和彦 305（+17）

第7回 子 ６，５８１／７２ 稲垣誠一郎 76.3

滋賀県 女 琵琶湖ＣＣ 三戸博子・弥益真津江 356（+68）

9月18日(火)～20日(木) 子 ６，０９１／７２ 中谷ふくえ 89.0

平成20年（2008年） 男 ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙＧＣ 東條善人・山田雅大 311（+23）

第8回 子 ６，５５４／７２ 軒原博 77.8

高知県 女 錦山ＣＣ 松尾順子・藤岡美紀 339（+51）

9月24日(水)～26日(金) 子 ５，９４７／７２ 志波八千代 84.8

平成21年（2009年） 男 浜松ＣＣ 青木和彦・東條善人 293（+5）

第9回 子 ６，６７５／７２ 新本節男 73.3

静岡県 女 ﾚｲｸ浜松ＣＣ 志波八千代・青木百合子 333（+45）

9月16日(水)～18日(金) 子 ６，０２０／７２ 後藤節子 83.3

平成22年（2010年） 男 四日市ＣＣ 東條善人・藤井裕二 333（+45）

第10回 子 ６，６４０／７２ 豊柴博幸 83.3

三重県 女 名四ＣＣ 松本きよみ・藤岡美紀 325（+37）

9月13日(月)～15日(水) 子 ６，０９０／７２ 青木百合子 81.3

平成23年（2011年） 男 片山津ＧＣ･白山 松山忠則・金城三郎 314（+26）

第11回 子 ６，６５０／７２ 西田由雄 78.5

石川県 女 片山津ＧＣ･加賀 志波八千代・松本きよみ 324（+36）

9月14日(水)～16日(金) 子 ６，０２４／７２ 山田秀子 81.0
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平成24年（2012年） 男 土佐ＣＣ（桂浜室戸） 田中昌宏・松山忠則 320（+32）

第12回 子 ６，６２８／７２ 高橋洋二 80

高知県 女 土佐ＣＣ（足摺） 秋枝さとみ・志波八千代 348（+60）

10月17日(水)～19日(金) 子 ５，８１８／７２ 福田みちえ 87

平成25年（2013年） 男 若松ＧＣ 中村哲三・山下正幸 334（+46）

第13回 子 ６，６３９／７２ 河本勇 83.5

北九州市 女 小倉ＣＣ 大林康代・志波八千代 325（+37）

9月11日(水)～13日(金) 子 ５，８５５／７２ 笠本司子 81.2

平成26年（2014年） 男 霞ヶ関ＣＣ(東) 青木和彦・松山忠則 303（+15）

第14回 子 ６，５９５／７２ 浅海健二 75.7

埼玉県 女 霞ヶ関ＣＣ(西) 福田みちえ・笠本司子 320（+28）

9月17日(水)～19日(金) 子 ５，８０３／７２ 松本きよみ 80

平成27年（2015年） 男 片山津ＧＣ(加賀) 平野早人・浅海健二 312（+24）

第15回 子 ６，５８７／７２ 河本勇 78

石川県 女 白山ＣＣ(泉水) 松本きよみ・笠本司子 323（+35）

9月16日(水)～18日(金) 子 ６，２０７／７２ 松枝香 80.7

平成28年（2016年） 男 秋田椿台ＣＣ 亀石浩幸・浅海健二 301（+13）

第16回 子 ６，６１６／７２ 西村伸治 75.2

秋田県 女 南秋田ＣＣ 松本きよみ・笠本司子 314（+26）

9月7日(水)～9日(金) 子 ５，８６０／７２ 松枝香 78.5

平成29年（2017年） 男 廣野ＧＣ 西村伸治・末島博 329（+41）

第17回 子 ６，７１８／７２ 横尾純司 82.2

兵庫県 女 東広野ＧＣ 福田みちえ・松枝香 321（+33）

9月13日(水)～15日(金) 子 ５，８２８／７２ 松本きよみ 80.2

平成30年（2018年） 男 ツキサップＧＣ 大田英司・野島洋二

第18回 子 平田祐三

北海道 女 札幌芙蓉ＣＣ 石野芳江・笠本司子

9月12日(水)～14日(金) 子 松岡邦江

令和元年（2019年） 男 日本ラインＧＣ 村本雅典・清水勇 316（+28）

第19回 子 ６，６４４／７２ 深野智文 79

岐阜県 女 愛岐ＣＣ 笠本司子・松岡邦江 326（+38）

9月11日(水)～13日(金) 子 ５，９６９／７２ 松本きよみ 81.5

令和2年（2020年） 男 滝の宮ＣＣ

第20回 子

愛媛県 女 エリエールＧＣ松山

9月9日(水)～11日(金) 子
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