
平成21年度 関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権－KGA杯－新潟ブロック大会

組合わせおよびスタート時間表

(参加者 83 名： 男子A 46 名 ／ 男子B 21 名 ／ 女子A 6 名 ／ 女子B 10 名 )

期日: 平成21年9日9日(水)

場所: 越後ゴルフ倶楽部奥只見道光高原コース (18ホール・ストロークプレー)

1番よりスタート 関東ゴルフ連盟

組 時間 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC

1 8:00 北村 和秋 石地シーサイド 4.1 鈴木 次雄 妙高高原 9.3 長島 幾男 笹神五頭 9.6

2 8:09 星野 節二 長岡 5.4 金子 誠次 笹神五頭 9.4 細矢 清 越後 10.3

3 8:18 塩野谷 信吾 越後 6.2 光根 龍 津川 9.2 樋口 英明 松ヶ峯 9.9 石井 好浩 阿賀高原 12.4

4 8:27 八重田 政幸 越後 6.2 中澤 忍 小千谷 9.2 白 源勇 ヨネックス 10.7 村上 慶兒 新潟サンライズ 12.2

5 8:36 白 源正 ヨネックス 6.4 高橋 信 イーストヒル 9.0 桑原 春雄 越後 10.6 関 恒夫 十日町 11.9

6 8:45 金子 雄一 松ヶ峯 6.6 八子 克己 ヨネックス 9.0 渡辺 臣美 越後 10.3 和田 藤四男 新津 11.8

7 8:54 高野 敏昭 JGA個人会員 6.6 塚田 一博 ヨネックス 8.8 高橋 守男 十日町 10.8 佐藤 実 柏崎 11.8

8 9:03 根津 広幸 十日町 6.7 丸山 文雄 妙高高原 8.7 五十嵐 明 柏崎 10.8 中村 伸一 越後 11.6

9 9:12 渡辺 径 笹神五頭 7.0 白濱 秀樹 長岡 8.6 松原 裕之 新津 10.8 富沢 豊一 十日町 11.6

10 9:21 大島 広史 越後 7.3 清野 秀雄 小千谷 8.3 猪俣 政栄 長岡 11.1 伊藤 暢 JGA個人会員 11.4

11 9:30 三ヶ月 耕一 イーストヒル 7.5 目黒 雅敏 小千谷 8.2 川本 武 松ヶ峯 11.2 竹沢 康明 長岡 11.5

12 9:39 鈴木 雅夫 石地シーサイド 7.8 上杉 昌棋 柏崎 7.8 青木 正直 津川 11.3 大関 魁造 長岡 11.3

10番よりスタート

組 時間 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC

1 8:00 仲丸 きよ枝 越後 7.0 徳島 妙子 笹神五頭 12.6 銅冶 なをみ 長岡 14.3

2 8:09 高野 律子 大新潟・出雲崎 8.3 木村 佑子 柏崎 10.5 松原 美奈子 新津 14.4

3 8:18 金沢 和子 長岡 16.8 船岡 芳枝 柏崎 18.6 長原 文代 柏崎 19.0

4 8:27 水科 裕子 柏崎 17.2 青木 祥子 小千谷 17.7 吉田 恭子 石地シーサイド 19.5

5 8:36 渡辺 加代子 笹神五頭 17.3 近藤 愛子 柏崎 21.8 駒形 真弓 イーストヒル 17.6 飯塚 文恵 柏崎 23.3

6 8:45 吉田 一男 阿賀高原 12.5 金子 秀雄 石地シーサイド 14.3 新井 和雄 新潟サンライズ 15.2

7 8:54 高野 徳衛 津川 12.5 今井 嘉一 長岡 14.0 佐藤 良友 中条 15.7

8 9:03 長井 靖夫 日本海 12.7 渡辺 浩 小千谷 13.7 歌野 俊博 阿賀高原 17.1

9 9:12 渡辺 一好 笹神五頭 12.7 長谷川 力男 阿賀高原 13.6 本田 義憲 柏崎 19.3 林 繁夫 長岡 28.8

10 9:21 斎藤 豊 ゴールド越後湯沢 13.1 村松 一男 新潟 13.2 白 孝栄 大新潟・出雲崎 20.5 粟山 佳則 新発田城 24.9

11 9:30 中村 孝 新潟 13.2 吉澤 義弘 小千谷 13.5 小倉 英夫 日本海 21.8 吉川 喜代彦 石地シーサイド 24.0

競技委員長　田　中　克　幸

※

※

※

※ 欠場者のあった場合、組合わせおよびスタート時間を変更することがある。

※ 競技当日、必ず最新のJGAハンディキャップ証明書(所属倶楽部発行のものまたは携帯サイト(モバイルJ-sysまたは
The Golf)にて確認するもの)を持参し、朝の受付時に提示すること。

※ クラブハウス、食堂、練習場は6:30にオープンする。

※ クラブハウス入場時は、上着を着用すること。

※ 予備日：平成21年9月30日(水)
※ 競技終了後、表彰式及びパーティーを行うので必ず出席すること。

18ホールを終わり、男子A 8名、男子B 4名、女子A 3名、女子B 5名が決勝競技の出場資格を得る(タイが生じた場合は、マッチング・スコア

カード方式(付属規則I(C)参照)にて決定する)。出場資格を得た選手は、本競技終了後に配布する「決勝競技参加申込書」を必ず受け取るこ

と。申込みは10月8日(木)17：00までに手続を済ませること。

指定練習日は9月2日(水),9月3日(木),9月7日(月),9月8日(火),の4日間とし、1人1日練習できる(メンバー並み扱い)。予約等の連絡は必ず開催倶

楽部へ行うこと。予約は9月7日まで受付ける(各日8:00～17:00)。指定練習日は、選手のみで一般プレーヤーの同伴は認めない。また、2球以

上のプレーは禁止する。

病気、事故等のため参加を取り止める場合は、所属倶楽部・団体を通じて関東ゴルフ連盟ホームページ(www.kga.gr.jp)より申請すること。

やむをえず所属倶楽部・団体に連絡できない場合は関東ゴルフ連盟(TEL03-6278-0005、FAX03-6278-0008)または、開催倶楽部(TEL02579-
9-3711)に連絡すること。無断欠場の場合は本年度連盟主催競技および来年度本競技の出場を停止する。


