
信州大学整形外科ゴルフ・オルト杯開催日・地、優勝者の記録（1968～）

回数 主幹事 開催日 開催場所 参加者数 優勝 準優勝 ベストグロス ブービー

第1回 1968/11/24 長野カントリー 藤本憲司

第2回 1969/5/3 ・松紀雄

第3回 1969/11/2 保刈秀一

第4回 1970/7/2 間宮典久

第5回 1971/8/29 藤本憲司

第6回 1971/11/7 寺山和雄

第7回 1972/11/5 宮坂忠篤

第8回 1973/5/20 宮坂忠篤

第9回 1973/10/1 宮坂忠篤

第10回 1974/5/19 藤本憲司

第11回 1974/11/4 穂高カントリー 保刈秀一

第12回 1975/6/8 塩嶺カントリー 青野幸雄

第13回 青野幸雄 1975/10/12 諏訪湖カントリー 12名 寺山和雄 藤本憲司 寺山和雄 上野　豊

第14回 寺山和雄 1976/5/30 塩嶺カントリー 19名 張　洛善 田口和宏 間宮典久 唐沢善徳

第15回 張　洛善 1976/10/11 松本カントリー 12名 上野　豊 田口和宏 上野　豊 張　洛善

第16回 田口和宏 1977/5/22 穂高カントリー 18名 縄田安盛 上野　豊 間宮典久 福井秀義

第17回 縄田安盛 1977/10/2 松本カントリー 11名 寺山和雄 青木範充 寺山和雄 小林茂明

第18回 寺山和雄 1978/6/11 塩嶺カントリー 20名 小林茂明 福沢　久 福沢　久 赤岡啓二

第19回 小林茂明 1978/11/3 塩嶺カントリー 20名 福井秀義 杉浦憲治 福沢　久 藤本千鶴子

第20回 福井秀義 1979/6/24 松本カントリー 16名 奥原　佐 上野　豊 上野　豊 金井　彬

第21回 奥原　佐 1979/11/3 塩嶺カントリー 17名 望月宗範 小林茂明 上野　豊 森家秀記

第22回 望月宗範 1980/6/29 塩嶺カントリー 12名 宮坂忠篤 井上廣司 宮坂忠篤 杉本良洋

第23回 宮坂忠篤 1980/10/12 塩嶺カントリー 11名 宮坂忠篤 井上廣司 宮坂忠篤 寺山和雄

第24回 宮坂忠篤 1981/5/17 塩嶺カントリー 9名 宮坂忠篤 奥原佐 宮坂忠篤 寺山和雄

第25回 宮坂忠篤 1981/10/4 塩嶺カントリー 17名 杉本良洋 保刈秀一 寺山和雄 前田敏明

第26回 杉本良洋 1982/5/23 塩嶺カントリー 12名 福沢　久 井上廣司 福沢　久 杉本良洋

第27回 井上廣司 1982/10/11 72ゴルフクラブ 14名 望月宗範 寺山和雄 望月宗範 前田敏明

第28回 望月宗範 1983/6/12 穂高カントリー 16名 土屋　崇 青木範充 寺山和雄 井上廣司

第29回 土屋　崇 1983/11/20 穂高カントリー 15名 丸山正広 寺山和雄 寺山和雄 松木　昇

第30回 丸山正広 1984/5/6 諏訪湖カントリー 21名 奥原　佐 望月宗範 奥原　佐 赤岡啓二

第31回 奥原　佐 1984/11/4 塩嶺カントリー 20名 久津間智允

第32回 久津間智允 1985/5/6 富士見高原カントリー 20名 福沢　久 前田敏明 福沢　久 久津間智允

第33回 福沢　久 1985/10/20 諏訪湖カントリー 18名 間宮典久 松木　昇 間宮典久 寺山和雄

第34回 間宮典久 1986/5/5 長野カントリー 24名 宮下雷平 奥原　佐 奥原　佐 井上廣司

第35回 宮下雷平 1986/10/5 長野国際カントリー 16名 青野幸雄 青木範充 宮下雷平 井上廣司

第36回 青野幸雄 1987/5/5 川中島カントリー 12名 木下久敏 間宮典久 間宮典久 杉本良洋

第37回 木下久敏 1987/11/1 塩嶺カントリー 12名 前田敏明 森家秀記 寺山和雄 木下久敏

第38回 前田敏明 1988/5/5 塩嶺カントリー 14名 上野　豊 三沢弘道 上野　豊 久津間智允

第39回 上野　豊 1988/10/23 伊那国際カントリー 13名 米田和彦 大塚訓喜 福沢　久 上野　豊

第40回 米田和彦 1989/5/5 塩嶺カントリー 19名 下島　治 福沢　久 福沢　久 岸　正朗

第41回 下島　治 1990/5/5 安曇野カントリー 19名 沢海明人 丸山正広 丸山正広 松江練造

第42回 沢海明人 1990/11/3 豊科カントリー 24名 鎌倉貞夫 沢海明人 鎌倉貞夫 小林浩一

第43回 鎌倉貞夫 1991/5/5 松本浅間カントリー 16名 木下久敏 花岡　徹 花岡　徹 望月宗範
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第44回 木下久敏 1991/11/3 塩嶺カントリー 20名 三沢弘道 杉本良洋 鎌倉貞夫 藤本憲司

第45回 三沢弘道 1992/5/5 松本浅間カントリー 20名 大塚訓喜 五明広樹 寺山和雄 松江練造

第46回 大塚訓喜 1992/11/3 塩嶺カントリー 16名 久津間智允 岸　正朗 三沢弘道 上野　豊

第47回 久津間智允 1993/5/5 富士見高原カントリー 16名 前田敏明 森家秀記 前田敏明 久津間智允

第48回 前田敏明 1993/11/3 塩嶺カントリー 20名 鎌倉貞夫 三沢弘道 鎌倉貞夫 松江練造

第49回 鎌倉貞夫 1994/5/5 長野カントリー 19名 岸　正朗 三沢弘道 間宮典久 児島誠一

第50回 岸　正朗 1994/11/3 長野カントリー 24名 宮下雷平 杉本良洋 宮下雷平 児島誠一

第51回 宮下雷平 1995/5/5 長野カントリー 19名 五明広樹 花岡　徹 宮下雷平 北川和三

第52回 五明広樹 1995/11/3 長野カントリー 17名 薬袋一郎 清野良文 薬袋一郎 柳原光國

第53回 薬袋一郎 1996/5/5 ダイワヴィンテージ 12名 薬袋一郎 三沢弘道 三沢弘道 米田和彦

第54回 薬袋一郎 1996/11/3 塩嶺カントリー 12名 鎌倉貞夫 樋代洋平 鎌倉貞夫 杉本良洋

第55回 鎌倉貞夫 1997/5/5 松本浅間カントリー 20名 花岡　徹 多田秀穂

第56回 花岡　徹 1997/11/3 松本カントリー 21名 間宮典久 高岡邦夫 間宮典久 高岡孝子

第57回 間宮典久 1998/5/5 長野カントリー 22名 岸　正朗 清水富永 間宮典久 北川和三

第58回 岸　正朗 1998/11/3 長野カントリー 20名 大塚訓喜 松江練造 三沢弘道 寺山美智子

第59回 大塚訓喜 1999/5/3 穂高カントリー 23名 松江練造

第60回 松江練造 1999/11/3 穂高カントリー 19名

第61回 2000/5/3 12名

第62回 2000/11/3 塩嶺カントリー 11名

第63回 2001/5/3 松本浅間カントリー 17名 三沢弘道 縄田昌司 三沢弘道 清水富永

第64回 三沢弘道 2001/11/3 松本浅間カントリー 16名 脇谷滋之 薄井勇紀

第65回 脇谷滋之 2002/5/3 松本浅間カントリー 17名 多田秀穂 大塚訓喜 丸山正廣 寺山和雄

第66回 多田秀穂 2002/11/3 伊那国際白樺コース 13名 寺山美智子 古瀬　貢 丸山正廣 松江練造

第67回 松江練造 2003/5/3 松本カントリー 23名 大塚訓喜 丸山正廣 大塚訓喜 神平雅司

第68回 大塚訓喜 2003/11/3 長野国際カントリー 14名 岸　正朗 松江練造 丸山正廣 柳原光國

第70回 鳥羽茂幸 2004/11/3 豊科カントリー １3名 岸　正朗 松江練造 岸　正朗 大塚訓喜

第7１回 岸　正朗 2005/5/5 松本浅間カントリー 7名 岸　正朗 鳥羽茂幸 岸　正朗 森家秀記

第72回 岸　正朗 2005/11/3 松本カントリー 14名 西森安彦 奥原　佐 奥原　佐 寺山和雄

第73回 西森安彦 2006/5/5 松本カントリー １3名 奥原　佐 薄井雄企 奥原　佐 花岡　徹

第74回 奥原　佐 2006/11/3 松本カントリー １3名 西森安彦 奥原　佐 奥原　佐 寺山和雄

第75回 　西森安彦 2007/5/5 松本カントリー 8名 鳥羽茂幸 西森安彦 岸 正朗 寺山和雄

第76回 鳥羽茂幸 2007/11/3 松本カントリー 9名 鳥羽茂幸 清水富永 鳥羽茂幸 寺山和雄

第77回 鳥羽茂幸 2008/5/5 松本カントリー 11名 清水富永 湯澤洋平 鳥羽茂幸 寺山和雄

第７８回 清水富永 2008/11/3 松本カントリー 11名 伊東秀博 岸 正朗 岸 正朗 松江練造

第７9回 伊東秀博 2009/5/5 松本カントリー 9名 鳥羽茂幸 西森安彦 鳥羽茂幸 清水富永

第80回 鳥羽茂幸 2009/11/3 松本カントリー 9名 鈴木健太郎 五明広樹 鈴木健太郎 岸 正朗

第81回 鈴木健太郎 2010/5/5 松本カントリー 11名 最上祐二 鈴木健太郎 西森安彦 高梨誠司
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