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吹田市ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ連盟 

 

2015 年 3 月 編集 

お礼 

平成 26年度の終わりにあたり一言お礼申しあげます。 

今年度各大会、教室等へのご参加ありがとうございました。 

今後も皆様のご支援のもと楽しんでいただけるような、事業運 

営をいたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

吹田市ＧＧ連盟  理事長 前川 秀昭 

 

 

   

         

         

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

連盟杯 前期グラウンド・ゴルフ大会              
       

  

 

 

 

 

     



連盟杯 前期グラウンドゴルフ大会 

平成 26年 5月 10日（土）            桃山台グラウンド 

参加人数   男子の部   199名 
 

参加人数   女子の部   119名 

優  勝 トップイースト 髙橋 正和 53 
 
優 勝 S・R若草チーム 北村とみ枝 58 

準優勝 吹田東ﾙｰﾗｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 谷口 一 53 
 
準優勝 佐竹台Ｇ・Ｇ同好会 中野八重子 59 

3 位 北山田Ｇ・Ｇクラブ 矢野 一郎 53 
 

3 位 豊一豊寿Ｇ・Ｇ会 上見 節子 59 

4 位 寺前Ｇ・Ｇクラブ 近藤 一見 53 
 

4 位 吹南みず穂の会 高木 泰子 59 

5 位 フレンドリー青山 扇子 善弘 54 
 

5 位 第七寿会 中井智枝子 60 

 

  
 

 

 

   

 

  

  

 

  
      

         

  

 

       

体協杯 前期グラウンド・ゴルフ大会 

平成 26年 6月 11日（水）                            桃山台グラウンド 

参加人数           264名 
 

 

 

優  勝 寺前Ｇ・Ｇクラブ 近藤 一見 50 
  

準優勝 吹南楽打会 藤本 浩子 54 
  

３ 位 山三地区晴朗会 實原 敏雄 54 
  

４ 位 しあわせクラブ 髙島 健 55 
  

５ 位 桃組体振 遠山甚一郎 55 
  

                                         

   
 

 

 

 

吹田市長杯 グラウンド・ゴルフ大会   

       平成 26年 6月 21日（土）                           桃山台グラウンド 

参加人数   男子の部   175名 
 

参加人数   女子の部   122名 

優 勝 高野ＧＧ同好会 城戸 勝夫 52 
 
優 勝 しあわせクラブ 中尾 初美 52 

準優勝 元気クラブ 安田 豊一 53 
 
準優勝 桃組体振 峪  靜枝 56 

3 位 吹田ゴールドＧＧＣ 藤本 薫 56 
 

3 位 吹田東ﾙｰﾗｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 水谷 邦子 57 

4 位 第１０寿Ｇ・Ｇ・Ｃ 打越 忠光 57 
 

4 位 ＭＳＧＧクラブ 内山 フミ 58 

5 位 隣人会 立石 政幸 57 
 

5 位 竹見台体振 大坪満津子 58 

 

                       おめでとうございます。 

男子の部優勝の城戸勝夫さんは 

                       昨年に続き連続優勝をされました。 

                        



体協杯 レディスグラウンド・ゴルフ大会 

平成 26年 10月 1日（水）                                 桃山台グラウンド 

参加人数          108名 
 

 

  
優  勝 吹南みず穂の会 高木 泰子 53 

    
準優勝 フレンドリー青山 今岡紀美恵 54 

    
３ 位 竹見台千竹会ＧＧ部 高岡千代子 57 

    
４ 位 第１０寿ＧＧＣ 郷原 愽子 58 

    
５ 位 竹谷町ＧＧ愛好会 竹中 典子 58 

    

     

 

  

    
  

 

 

 

 

 

連盟杯 後期グラウンド・ゴルフ大会 

平成 26年 11月 8日（土）                               桃山台グラウンド 

参加人数   男子の部   178名 
 

参加人数   女子の部   117名 

 

優  勝 吹田ゴールドＧＧＣ 三原 孝和 44 
 

優 勝 吹南楽打会 井上せつ子 51 

準優勝 七尾ゆうゆうクラブ 岡本 眞治 49 
 
準優勝 竹見台千竹会ＧＧＣ 北所 信子 52 

3 位 竹見台体振 保井 茂仁 52 
 

3 位 元気クラブ 吉田 光子 53 

4 位 豊二体振ＧＧＣ 和田 穣 53 
 

4 位 山三地区晴朗会 山崎 武子 55 

5 位 岸部南チーム 新開 良清 55 
 

5 位 フレンドリー青山 小畑美代子 55 

 

 
 

 

   

 

  
 

 

 

 

連盟杯 選抜グラウンド・ゴルフ大会 

平成 27年 1月 10日（土）                              桃山台グラウンド 

参加人数   男子の部    78名 
 

参加人数   女子の部    73名 

優  勝 フレンドリー青山 河野 幸弘 47 
 

優 勝 トップイースト 井崎芙美子 54 

準優勝 五月が丘Ｇ・Ｇ・Ｃ 渡辺 二郎 49 
 
準優勝 しあわせクラブ 吉本 豊子 55 

3 位 寺前Ｇ・Ｇクラブ 早坂 勝新 50 
 

3 位 桃２ＧＧ同好会 大川貴世子 56 

              



体協杯 後期グラウンド・ゴルフ大会             体協杯 クラブ対抗グラウンド・ゴルフ大会 

     平成 26年 12月 3日（木）                   平成 27年 3月 28日（土） 

桃山台グラウンド                         桃山台グラウンド 

参加人数          240名 
 

   参加人数          252名 

優  勝 吹田ゴールドＧＧＣ 木原 敏夫 48 
 
優  勝 千二福寿会 358 

準優勝 千三Ｇ・Ｇ・Ｃ 紀戸 幸雄 48 
 

佐藤征一、三浦秀夫、今井實、永松貞治、中川稔、岡本昌臣 

３ 位 豊二体振ＧＧＣ 小森 辰好 52 
 
準優勝 山三地区晴朗会Ａ 360 

４ 位 五月が丘ＧＧＣ 渡辺 二郎 52 
 

実原敏雄、井本五十鈴、大西隆子、関鈴子、有井千恵子、黒川キヨエ 

５ 位 高野ＧＧ同好会 森村 敬司 53 
 

３ 位 高野ＧＧ同好会 369 

河村典子、加藤周三、武藤三昭、城戸勝夫、中川喜美子、中島康博 

                                      

 

 

 

 

 

 

✪平成２７年度 吹田市グラウンドゴルフ連盟大会予定 

  
連盟杯               

前期大会 

市長杯               

大会 

体協杯               

前期大会 

レディス              

大会 

連盟杯               

後期大会 

体協杯               

後期大会 

連盟杯 

選抜大会 

クラブ                 

対抗大会 

２７年度 4/18（土） 5/16（土） 6/17（水） 10/7（水） 11/14（土） 12/2（水） 28/1/9（土） 28/3/19（土） 

予備日 4/25（土） 5/23（土） 6/24（水） 10/14（水） 11/28（土） 12/9（水） 28/1/16（土） 28/3/26（土） 

会 場 
桃山台               

グラウンド 

桃山台               

グラウンド 

桃山台               

グラウンド 

桃山台               

グラウンド 

桃山台               

グラウンド 

桃山台               

グラウンド 

桃山台               

グラウンド 

桃山台               

グラウンド 

時 間 ７～１７時 ７～１７時 ７～１７時 ７～１７時 ７～１７時 9～１７時 11～１７時 9～１７時 

表 彰 5/16（土） 6/13（土） 7/11（土） 当日 12/12（土） 12/12（土） 当日 28/4/9（土） 

市報掲載 ３月号 ４月号 ５月号 ９月号 １０月号 １１月号  28年２月号 

申込受付 3/14（土） 4/18（土） 5/16（土） 9/12（土） 10/10（土） 11/14（土）  28/2/13（土） 

 総合                  

運動場 

桃山台               

グラウンド 

桃山台               

グラウンド 

総合                  

運動場 

総合                  

運動場 

桃山台               

グラウンド 

 総合     

運動場 

         

 
一日教室 一日教室 

４月度                

スクール 

9月度                 

スクール 

1月度                 

スクール 
三島大会 

摂津市               

大会 

高槻市               

大会 

２７年度 6/6（土） 9/5（土） 4/7（火）～ 9/1（火）～ 1/5（火）～ ２７年度 5/1（金） 11/13（金） 

予備日 な し な し １０回 １０回 １０回 予備日 5/8（金） 11/27（金） 

会 場 
中の島               

グラウンド 

山田                  

グラウンド 

山田                  

グラウンド 

桃山台               

グラウンド 

山田                  

グラウンド 
会 場 

摂津市                

Ｓ広場 

高槻市               

総合運動場 

時 間 9～13時 9～13時 9～13時 9～13時 9～13時 時 間 9～13時 9～13時 

市報掲載 ６月号 ９月号 ３月号 ８月号 １２月号    

 

   参加人数          252名 

優  勝 千二福寿会 358 

佐藤征一、三浦秀夫、今井實、永松貞治、中川稔、岡本昌臣 

準優勝 山三地区晴朗会Ａ 360 

実原敏雄、井本五十鈴、大西隆子、関鈴子、有井千恵子、黒川キヨエ 

３ 位 高野ＧＧ同好会 369 

河村典子、加藤周三、武藤三昭、城戸勝夫、中川喜美子、中島康博 

 


