
第 20 回Ｋ＆Ｋ会 ｺﾞﾙﾌ親睦会のご報告 
2019.06.22 小松工業高等学校 同窓会 中京支部長 薮 

 

ご多忙にもかかわらず ご都合つけて 第 20 回 春季 K&K 会ゴルフ親睦会に 参加いただき ど

うもありがとうございました。  楽しいお時間ありがとうございました。 

 

今回は天候にも恵まれ 又 高知工業(南風会)から 2 名の初参加で 楽しいｺﾝﾍﾟになりました｡ 

 

成績は 優勝 宮本 康 (南風会)  2 位 金田 耕喜 (南風会)  3 位 高田 栄司 (小松工業)  

( 敬称略 ) でした｡ 高知工業(南風会)の活躍が特に目立つｺﾝﾍﾟでした｡ 

 

１、日 時    2019 年 6 月 22 日（土）集合時間：９時 15 分 

 

２、場 所    名岐国際ゴルフ倶楽部 (東海環状自動車道・せと品野ＩＣ ２0 分)   

          岐阜県土岐市妻木町 3050 番地 

          電話：０５７２－４３－４１８１ 

 

3、組合せ&スタート時間 

１組(9:45)  金田耕喜(高知)、久保内大介(高知)、藪 卓二、 升崎幸一  

２組(9:52)  宮本 康(高知)、 中島正敏 、 大橋守與 、 蔵 弘勝     

3 組(9:59)  沢瀬一彦(高知)、 高田栄司、 山次義和 

 

 
 

次回は 11 月初旬 第 21 回 ｺﾝﾍﾟの予定です｡ 皆様の ご参加 よろしくお願い致します｡ 



 

 

  

  
  

令和1年6月22日

支部長

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回

2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2012

開催年月 Ｈ２０年７月 Ｈ２０年１１月 Ｈ２１年７月 Ｈ２１年１１月 Ｈ２２年７月 Ｈ２２年１１月 Ｈ２３年７月 H２４年２月 H２４年１１月

開催場所 森林公園 グリーンヒル瑞浪 みずなみカントリー グリーンヒル瑞浪 ワールドレイク サンクラシック 名岐国際ｺﾞﾙﾌ倶楽部 名岐国際ｺﾞﾙﾌ倶楽部 グリーンヒル瑞浪

優勝者 金田 耕喜(南風会） 升崎 幸一 升崎 幸一 金田 耕喜（南風会） 土田 外志男 村田 輝好 種田 充紘（南風会） 中島 正俊 種田 充鉱（南風会）

第２位 村田 輝好 村田 輝好 高田 栄司 宮本　康 金田 耕喜（南風会） 宮本　康（南風会） 宮本　康（南風会） 土田 外志男 村田 輝好

参加者 ８名 ８名 ９名 ９名 ９名 ６名 ８名 １１名 ８名

第１０回 (本部参加） 第１１回 第１２回 （本部参加） 第１３回 （本部参加） 第１4回 （本部参加） 第１5回 第１６回 （本部参加） 第１７回 （本部参加） 第１8回 （本部参加）

2013 2013 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

開催年月 Ｈ２５年7月 H２５年１２月 H２６年５月 Ｈ２７年５月 Ｈ２７年10月 Ｈ２８年６月 Ｈ２８年１１月 Ｈ２９年5月 Ｈ２９年11月

開催場所 藤原ゴルフクラブ 中日カントリクラブ 藤原ゴルフクラブ 関ヶ原カントリクラブ 関ヶ原カントリクラブ
富士カントリー
可児ゴルフ場

関ヶ原カントリクラブ
クレセントバレーカントリー

クラブ美濃加茂
関ヶ原カントリクラブ

優勝者 沢田　貞（本部参与） 升崎 幸一 宮川 吉男（本部会長） 升崎 幸一 種田 充紘（南風会） 宮本  康（南風会） 村先  憲之 高田 栄司 高田 栄司

第２位 大橋 守興 大橋 守興 種田 充鉱（南風会） 大谷 英雄（関西支部） 村先  憲之 金田 耕喜（南風会） 宮本  康（南風会） 宮川 吉男（本部会長） 升崎 幸一

参加者 １３名 ６名 １５名 １２名 １0名 7名 １0名 １0名 ９名

第１9回 (本部参加） 第20回 第21回 第22回 第23回 第24回 第25回 第26回 第27回

2018 2019

開催年月 Ｈ30年10月 令和1年6月

開催場所 関ヶ原カントリクラブ 名岐国際ｺﾞﾙﾌ倶楽部

優勝者 升崎 幸一 宮本  康（南風会）

第２位 吉岡 八江 金田 耕喜（南風会）

参加者 8名 11名

K&K会過去成績一覧  （高知工業高校同窓会東海支部と当支部との懇親ゴルフ）


