
  ゴ ル フ 協 会          

 
平成 27 年度 

1 役員氏名 

 （1）会長      犬島 伸一郎   

 （2）副会長     小林 紀男  有澤 守 栗原 秋広 

 （3）理事長     河上弥一郎     

（4）事務局長    川瀬 隆 

 （5）市体協専門委員 川瀬 隆   

（6）連絡責任者   川瀬 隆 

2 活動目標 

  富山市におけるゴルフ競技の普及・振興と会員相互の親睦融和を図ることを目的とする。 

3 主な活動 

（1） ２０１６年国体強化指定選手による国体強化事業の実施 

4 県内・国内・国際大会での活躍 

（1） 第 68 回富山県民体育大会ゴルフ競技 

             『一部 成年男子・国体選手選考の部』  島  賢司   ２位 

            『一部 少年女子の部 国体選手選考』  水波 志保    ２位 

            『一部 グランドシニアの部』      新村 國雄   優勝 

5 その他の特記事項 

  (1)第 70 回 国民体育大会出場                成年男子    島 賢司 

女 子      水波 志保 

 （2）第 15 回日本スポーツマスターズ出場                勅使河原 靖子 

 （3）第 36 回北信越国民体育大会ゴルフ競技出場         少年男子 岡田 一輝 藤井 竜二 

 （4）中部アマチュアゴルフ選手権出場                      山中 敏靖 

  （5）中部ミッドアマチュアゴルフ選手権                  山中 敏靖  優勝 

 （6）中部シニアゴルフ選手権出場                      中田 慎一 

 （7）中部ジュニアゴルフ選手権出場   15～17 歳         男子 森田 匠海 松下 有希 

            〃             12～14 歳     男子       野村 昴生 

〃             12～14 歳     女子       水浪 志保 

 （8）富山県女子アマチュアゴルフ選手権           山﨑 徳子     優勝 

 （9）2015 県マッチプレーゴルフ選手権            森田 匠海 A クラス優勝 

                               知切 四書  シニア優勝 

(10)富山県ジュニアゴルフ選手権 グロスの部  (高校男子)   森田 匠海     優勝 

                   〃   （中学女子）  水波 志保     優勝 

                   〃   （小学男子）  藤井 元気        優勝 

6 次年度の課題 

（1） ジュニア選手の育成強化 

（2） 社会人競技者の拡大 



 
 

 



  ゴ ル フ 協 会          

 
平成 28 年度 

1 役員氏名 

 （1）会長      犬島 伸一郎   

 （2）副会長     小林 紀男 藤井 裕久 田口 樹 

 （3）理事長     河上弥一郎     

（4）事務局長    川瀬 隆 

 （5）市体協専門委員 川瀬 隆   

（6）連絡責任者   川瀬 隆 

2 活動目標 

  富山市におけるゴルフ競技の普及・振興と会員相互の親睦融和を図ることを目的とする。 

3 主な活動 

（1） ２０１7 年国体強化指定選手による国体強化事業の実施 

4 県内・国内・国際大会での活躍 

（1） 第 69 回富山県民体育大会ゴルフ競技 

      『一部 成年男子・国体選手選考の部』 山中 敏靖 優勝 森田 匠海 2 位 

      『一部 少年女子の部 国体選手選考』           水波 志保 優勝 

 （2）第 16 回日本スポーツマスターズゴルフ競技出場 平田 優子 勅使河原 靖子 2 位 

5 その他の特記事項 

  (1)第 71 回 国民体育大会出場            成年男子 山中 敏靖 森田 匠海 

女子           水波 志保 

 （2）第 16 回中部女子シニアゴルフ選手権           勅使河原 靖子  2 位 

 （3）第 37 回北信越国民体育大会ゴルフ競技出場       少年男子 松下 有希 野村 昴生 

 （4）中部アマチュアゴルフ選手権出場             山中 敏靖 松下 有希 

  （5）中部ミッドアマチュアゴルフ選手権                 山中 敏靖 4 位対 

 （6）中部シニアゴルフ選手権                   中田 慎一 4 位対 

 （7）中部ジュニアゴルフ選手権出場   12～14 歳     男子      野村 昴生 

 （8）富山県女子アマチュアゴルフ選手権           勅使河原 靖子   優勝 

 （9）2016 県マッチプレーゴルフ選手権            松下 有希 A クラス優勝 

                               喜多羅隆介 Ｂクラス優勝 

                               三井 直博  シニア優勝 

(10)富山県ジュニアゴルフ選手権 グロスの部  (高校男子)   松下 有希     優勝 

                   〃   （中学男子）  野村 昴生     優勝 

                   〃   （中学女子）  中島  友萌        優勝 

                   〃   （小学男子）  藤井 元気     優勝 

                                      〃   （小学女子）  村中 良蘭     優勝 

6 次年度の課題 

（1） ジュニア選手の育成強化 

（2） 社会人競技者の拡大 
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