
第 19 回 北海道知事杯・ブリヂストンスポーツ杯 

      

パークゴルフ国際大会 大会成績 

      

つつじ・サーモンコース

平成 17 年 6 月 25・26 日(土日) 天候 晴れ・曇り

      

一般の部 男子    72H

順位 氏名 市町村名 １日目 ２日目 
トータル

スコア 

優勝 萩 史之 帯広市 91 96 187 

準優勝 小林 秀光 本別町 93 95 188 

第３位 小原 恵二 鹿追町 97 97 194 

第４位 松峰 義三 幕別町 99 97 196 

第５位 大西 正美 帯広市 97 100 197 

      

一般の部 女子    72H

順位 氏名 市町村名 １日目 ２日目 
トータル

スコア 

優勝 増谷 玲子 幕別町 96 105 201 

準優勝 湯山 ひろ子 本別町 98 104 202 

第３位 坂下 博子 帯広市 101 103 204 

      

      

      

シニアの部 男子    72H

順位 氏名 市町村名 １日目 ２日目 
トータル

スコア 

優勝 奴賀 春夫 幕別町 98 107 205 

準優勝 斉川 信幸 音更町 103 103 206 

第３位 松下 弘嗣 幕別町 102 104 206 

第４位 関井 明 清水町 104 107 211 

第５位 渡邉忠義 芽室町 98 114 212 

 

 

 

      



シニアの部 女子    72H

順位 氏名 市町村名 １日目 ２日目 
トータル

スコア 

優勝 平沢 智子 帯広市 97 112 209 

準優勝 丸野 和子 帯広市 108 120 228 

第３位 飯沼 はる子 音更町 97 132 229 

            

      

平成 17 年 6 月 25 日(土) 天候 晴れ

      

小学生の部 男子    18H

順位 氏名 市町村名 スコア 

優勝 佐々木 航 幕別町 62 

準優勝 香西 健太 幕別町 67 

第３位 黒沼 秀行 幕別町 69 

      

小学生の部 女子    18H

順位 氏名 市町村名 スコア 

優勝 亀井 茉由 幕別町 69 

準優勝 伊東 ゆう子 幕別町 71 

第３位 林 奈々 幕別町 77 

      

中学生の部    18H

順位 氏名 市町村名 スコア 

優勝 蝦名 賢太郎 幕別町 50 

準優勝 尾岸 隆史 幕別町 56 

第３位 阿部 裕太 足寄町 56 

      

      

      

外国人の部 男子    36H

順位 氏名 所属 国籍 スコア 

優勝 Ma Heng Ben 市交流課 中国 108 

準優勝 AIBIBULA IMAMU 畜産大学 中国 115 

第３位 Wang Cheng Shun 市交流課 中国 117 

第４位 SHENG BAO MING 畜産大学 中国 119 

第５位 Neeraj Rana 市交流課 インド 120 

      



外国人の部 女子    36H

順位 氏名 所属 国籍 スコア 

優勝 Luo Jin Feng 市交流課 中国 121 

準優勝 Alixe Reqan 市交流課 カナダ 129 

第３位 Zhao Shu Jie 市交流課 中国 130 

 


