
KSG会　全開催記録（開催地と歴代優勝者）
開催日 ゴルフ場 優勝者 回数グロス 開催日 ゴルフ場 優勝者 回数 グロス

第１回 昭和61年7月4日 茅ヶ崎 田中　利隆 ① 第５６回 平成18年3月15日 磯子 横内昭次郎 ⑫ 88
第２回 昭和61年10月17日 茅ヶ崎 池田　吉孝 ① 第５７回 平成22年3月17日 磯子 小川　仁一 ① 99
第３回 昭和62年1月16日 湘南シーサイド 横内昭次郎 ① 第５８回 平成23年7月29日 磯子 長谷川勝司 ④ 100
第４回 昭和62年4月9日 秦野 横内昭次郎 ② 80 第５９回 平成23年11月11日 大秦野 松崎　章 ④ 89
第５回 昭和62年7月2日 藤沢GC 高山　智博 ① 99 第６０回 平成24年5月23日 チェックメイト 細貝　昭一 ① 83
第６回 昭和62年10月16日 チェックメイト 加藤　忠勇 ① 96 第６１回 平成24年10月17日 磯子 高橋　至 ① 86
第７回 昭和63年1月26日 レイクウッド 野呂　宏喜 ① 88 第６２回 平成25年7月9日 チェックメイト 横内昭次郎 ⑬ 83
第８回 昭和63年4月22日 茅ヶ崎 大川　勇 ① 103 第６３回 平成25年11月13日 大秦野 髙村　永治 ① 79
第９回 昭和63年7月11日 藤沢GC 横内昭次郎 ③ 82 第６４回 平成26年6月13日 チェックメイト 本橋　保 ① 81
第１０回 昭和63年11月16日 茅ヶ崎 長谷川勝司 ① 103 第６５回 平成26年10月15日 大秦野 本橋　保 ② 80
第１１回 平成1年1月13日 レイクウッド 石川　宗保 ① 95 第６６回 平成27年5月22日 チェックメイト 田中　利隆 ⑤ 94
第１２回 平成1年4月20日 秦野 神谷　俊男 ① 102 第６７回 平成27年10月8日 大秦野 横内　良朗 ④ 86
第１３回 平成1年8月1日 東京CC 戸山　顕司 ① 108 第６８回 平成28年5月18日 大秦野 高橋　至 ② 86
第１４回 平成1年11月1日 大厚木 登城　正俊 ① 93 第６９回 平成28年10月19日 チェックメイト 長島　利光 ⑤ 86
第１５回 平成2年3月13日 太平洋/相 高山　智博 ② 92 第７０回 平成29年6月8日 伊勢原 大貫　節子 ① 114
第１６回 平成2年6月22日 秦野 塩満　政信 ① 102 第７１回 平成29年10月4日 チェックメイト 細貝　昭一 ② 83
第１７回 平成2年9月27日 東京CC 小峰　郁也 ① 97 第７２回 平成30年4月4日 伊勢原 横内　良朗 ⑤ 89
第１８回 平成3年3月20日 茅ヶ崎 小峰　郁也 ② 96 第７３回 平成30年9月11日 チェックメイト 田中　利隆 ⑥ 95
第１９回 平成3年5月22日 東名厚木 長谷川勝司 ② 99 第７４回 平成30年11月14日 大秦野 大貫　節子 ② 96
第２０回 平成3年8月1日 箱根園 高山　智博 ③ 91 第７５回 平成31年3月28日 伊勢原 大貫　節子 ③ 97
第２１回 平成3年11月29日 東名富士 野呂　宏喜 ② 88 第７６回 令和1年9月26日 伊勢原 大貫　節子 ④ 95
第２２回 平成4年1月31日 レイクウッド 首藤　憲政 ① 97 第７７回 令和1年11月27日 伊勢原 吉村　章 ① 97
第２３回 平成4年5月13日 清川 金丸　勲 ① 83 第７８回 令和2年3月25日 伊勢原(ﾍﾟﾘｱ） 大貫　節子 ⑤ 99
第２４回 平成4年9月2日 芦ノ湖 金丸　勲 ② 81 第７９回 令和2年9月16日 伊勢原(ﾍﾟﾘｱ） 大貫　節子 ⑥ 99
第２５回 平成4年12月2日 伊勢原 横内　良明 ① 86 第８０回 令和2年11月11日 伊勢原(ﾍﾟﾘｱ） 高村　永治 ② 84
第２６回 平成5年4月7日 レイクウッド 横内昭次郎 ④ 83 第８１回 令和3年3月24日 伊勢原(ﾍﾟﾘｱ） 本橋　保 ③ 95
第２７回 平成5年6月29日 東京CC 横内昭次郎 ⑤ 85 第８２回 令和3年11月19日 伊勢原(ﾍﾟﾘｱ） 田中　利隆 ⑦ 96
第２８回 平成5年10月27日 戸塚CC 横内　良朗 ② 87 第８３回 令和4年4月1日 伊勢原(ﾍﾟﾘｱ） 本橋　保 ④ 91
第２９回 平成6年1月14日 藤沢GC 田中　利隆 ② 95
第３０回 平成6年4月18日 レイクウッド 山口　善男 ① 94
第３１回 平成6年7月28日 磯子 金丸　勲 ③ 79
第３２回 平成6年10月13日 裾野 長島　利光 ① 99
第３３回 平成7年1月27日 藤沢GC 松崎　章 ① 91
第３４回 平成7年6月22日 裾野 相沢　誠 ① 80 回数 優勝者
第３５回 平成7年10月12日 レイクウッド 相沢　誠 ② 78 13回 横内昭次郎
第３６回 平成8年1月26日 藤沢GC 相沢　誠 ③ 77 6回 大貫　節子
第３７回 平成8年4月23日 秦野 神谷　俊男 ② 93 7回 田中　利隆
第３８回 平成8年10月17日 レイクウッド 松崎　章 ② 84 5回 長島　利光 横内　良朗
第３９回 平成9年1月17日 藤沢GC 首藤　憲政 ② 95 4回 長谷川勝司 松崎　章 本橋　保
第４０回 平成9年4月15日 レインボー 横内昭次郎 ⑥ 87 3回 高山　智博 金丸　勲 相沢　誠
第４１回 平成9年7月24日 レイクウッド 長島　利光 ② 91 2回 野呂　宏喜 神谷　俊男 首藤　憲政 小峰　郁也
第４２回 平成9年11月7日 レインボー 横内　良朗 ③ 80 細貝　昭一 高橋　至 髙村　永治
第４３回 平成10年6月26日 大秦野 長島　利光 ③ 88 1回 池田　吉孝 大川　勇 石川　宗保 戸山　顕司
第４４回 平成10年10月8日 レイクウッド 横内昭次郎 ⑦ 75 加藤　忠勇 登城　正俊 塩満　政信 山口　善男
第４５回 平成10年12月5日 藤沢GC 田中　利隆 ③ 93 松本　聡 小川　仁一 吉村　章
第４６回 平成11年4月7日 相模原GC 横内昭次郎 ⑧ 84 ホールインワン 小安　亮 第75回平成31年3月28日伊勢原No.12

第４７回 平成11年7月27日 平塚富士見 長谷川勝司 ③ 96 咲寿杯
第４８回 平成12年6月22日 戸塚CC 長島　利光 ④ 84 2回 横内昭次郎
第４９回 平成12年9月28日 磯子 松崎　章 ③ 82 1回 野呂宏喜 石川　宗保 遠藤精一
第５０回 平成13年3月23日 東京CC 横内昭次郎 ⑧ 79 山口善男 神谷俊男 長島　利光
第５１回 平成13年6月28日 湘南シーサイド 田中　利隆 ④ 85
第５２回 平成13年11月14日 厚木国際CC 松本　聡 ① 103
第５３回 平成14年6月18日 磯子 横内昭次郎 ⑨ 85
第５４回 平成15年9月2日 磯子 横内昭次郎 ⑩ 76
第５５回 平成17年4月8日 足柄 横内昭次郎 ⑪ 86

首藤憲政


