
平成22年度 関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権－KGA杯－決勝競技
組合わせおよびスタート時間表

(参加者 131 名：男子A 78 名 ／ 男子B 53 名 )
期日: 平成22年11日1日(月)

場所: 相模原ゴルフクラブ・東コース (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 7:30 権守 一徳 鶴舞 12.5 吉永 昌民 昭和の森 15.2 福井 澄雄 真名 15.5

2 7:39 三森 卓 水戸 12.7 神戸 直樹 赤城国際 14.9 谷島 秀樹 長瀞 16.0 酒井 成柱 小田原･日動御殿場 30.5

3 7:48 長井 靖夫 日本海 12.7 茂住 治朗 神奈川県ゴルフ協会 14.9 景山 公二 埼玉国際 16.2 荒井 哲 伊勢原 28.1

4 7:57 渡辺 宏 江戸崎 12.7 大島 信夫 ゴールデンレイクス 14.9 石井 邦彦 JGA個人会員 16.2 齋藤 吉弘 マグレガー 26.4

5 8:06 杉山 満 神奈川県ゴルフ協会 12.9 新井 和雄 笹神五頭 14.9 前田 浩 梅ノ郷 16.5 渡部 祐吉 小田原･松田 24.1

6 8:15 高橋 恒也 GMG八王子 12.9 矢倉 史康 春日居 14.9 望月 光一 神奈川県ゴルフ協会 16.8 田村 潔 赤城国際 22.7

7 8:24 堀内 誠 上田丸子グランヴィリオ 13.1 稲田 裕行 豊科 14.8 宅間 功 八ヶ岳高原 17.3 加納 和也 東名厚木 22.1

8 8:33 河野 光宏 太田双葉 1.5 中村 一幸 KGAカード会員 9.6 小川 忠生 GMG八王子 9.7

9 8:42 牧野 慎也 長野県ゴルフ協会 4.2 齋藤 勝司 千葉桜の里 9.5 土橋 尚史 松本 9.8 保坂 鐵彦 諏訪湖 12.3

10 8:51 佐藤 匡哉 白水 4.2 山下 政宏 上田丸子グランヴィリオ 9.5 横田 浩司 高根 9.9 鈴木 明 神奈川県ゴルフ協会 12.2

11 9:00 倉橋 秀明 上野原 4.8 谷田部 歩 水戸レイクス 9.5 馬渕 博臣 麻生 9.9 棚村 猛一 江戸崎 12.1

12 9:09 藤方 修三 霞台 5.2 本間 茂樹 ヨネックス 9.4 小林 敏宏 昭和の森 9.9 池田 信行 多摩 12.0

13 9:18 尾崎 勉 白水 6.0 藤森 孝明 神奈川県ゴルフ協会 9.4 鈴木 雅俊 都 10.0 牧野 好延 マグレガー 12.0

14 9:27 山口 哲央 寄居 6.1 上杉 昌祺 柏崎 9.3 小川 慶二郎 赤城 10.0 加藤 孝一 上田菅平高原グランヴィリオ 12.0

15 9:36 濱田 正行 清川 6.2 福井 正吾 柏崎 9.1 星 克彦 鶴舞 10.3 松本 直士 上田菅平高原グランヴィリオ 12.0

16 9:45 白濱 秀樹 長岡 6.5 吉村 誠治 上野原 9.1 大家 司 小田原･日動御殿場 10.3 高山 清 鶴舞 11.9

17 9:54 小林 正雄 初穂 6.6 稲 一弥 高根 9.0 川野 作次郎 鶴舞 10.5 小野沢 邦夫 上田丸子グランヴィリオ 11.9

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 7:30 中村 宇一朗 GMG八王子 13.1 渡邊 琢也 埼玉 14.6 中島 庸夫 JGA個人会員 17.4

2 7:39 相田 昭 上野原 13.4 田崎 良三 JGA個人会員 14.4 下条 正敏 上田菅平高原グランヴィリオ 18.3

3 7:48 松野 稔 JGA個人会員 13.7 秋葉 繁樹 長瀞 14.4 高梨 博幸 甘楽 18.6 粟山 佳則 新発田城 21.8

4 7:57 波多野 幸男 セベ・バレステロス 13.6 山岸 吉雅 上田菅平高原グランヴィリオ 14.5 野溝 孝信 アスレチック 18.8 伊藤 猛 JGA個人会員 21.7

5 8:06 宮島 英和 JGA個人会員 13.7 高木 千秋 ゴールデンレイクス 14.4 近藤 幸一 東京国際 18.9 渡辺 境 マグレガー 20.3

6 8:15 長谷川 恵 鶴舞 14.0 大城 清隆 JGA個人会員 14.2 小林 朋芳 フォレスト 19.0 小谷野 利三 飯能 20.1

7 8:24 丸山 康夫 ヴィンテージ 14.0 柴垣 幸広 鶴舞 14.0 古城 一省 森林公園 19.8 中島 学 ゴールド佐野 20.1

8 8:33 目黒 雅敏 小千谷 6.6 松崎 昇 妻沼 9.0 野村 隆夫 千葉夷隅 10.6

9 8:42 山本 博美 栃木ヶ丘 6.7 竹田 光男 エーデルワイス 8.7 荒井 孝二 エンゼル 10.6 原 保則 塩嶺 11.8

10 8:51 井上 勝 メイプルポイント 6.9 清水 敦夫 上田丸子グランヴィリオ 8.7 宮本 秋嘉 三井の森蓼科 10.6 渡部 良 東京五日市 11.8

11 9:00 両角 太一 三井の森蓼科 7.4 関根 弘明 大洗 8.6 半田 明 東京五日市 10.8 金子 時雄 上野原 11.8

12 9:09 林 哲也 東名厚木 7.5 安藤 浩司 東名 8.5 高木 威大 葉山国際 10.8 吉井 重治 JGA個人会員 11.6

13 9:18 畑 忠友 長岡 7.6 百瀬 晴樹 都 8.5 鳥居 勇 東京五日市 11.1 田村 豊松 鶴舞 11.5

14 9:27 塚田 一博 ヨネックス 7.7 崎山 收 相模原 8.4 小川 悟 ゴールド佐野 11.1 高桑 孝智 妻沼 11.4

15 9:36 遠藤 三津祁 麻生 7.8 石塚 巳知男 千葉夷隅 8.4 古川 英一 JGA個人会員 11.1 増渕 正己 ラインヒル 11.3

16 9:45 浜出 達弥 オリムピック 7.9 奥原 伸吾 豊科 8.3 伊藤 暢 JGA個人会員 11.2 山元 秀一 東京カントリー 11.3

17 9:54 宇佐見 慎一 JGA個人会員 8.0 加納 賢三 上野原 8.2 外山 重次 高山 11.1 小川 清治 岡部チサン 11.3

競技委員長　内　藤　正　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を持参し、朝の受付時に提示すること(別紙注意事項参照)。
※ クラブハウス、食堂、練習場は6：00にオープンする。

※ メタルスパイクでのプレーを禁止する。また、指定場所以外での携帯電話の使用は禁止とする。

※ 競技日、指定練習日とも別紙ドレスコードを厳守すること(ギャラリーを含む)。
※ 予備日：平成22年11月8日(月)
※ 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。

指定練習日は10月26日(火),10月27日(水),10月28日(木),10月29日(金),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10月13日～受け付ける(各日10:00～16:00)。予約受付番号042-776-8820。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、1ラウンド限定とし、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、関東ゴルフ連盟(TEL03-6278-0005、FAX03-6278-0008)または、開催倶楽部(TEL042-776-
8811)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。



平成22年度 関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権－KGA杯－決勝競技
組合わせおよびスタート時間表

(参加者 129 名：女子A 66 名 ／ 女子B 63 名 ）
期日: 平成22年11日1日(月)

場所: 相模原ゴルフクラブ・西コース (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 7:30 町田 里枝 初穂 15.5 高頭 淳子 長岡 19.9 新井 敬子 都留 20.1 中村 文絵 青梅 29.6

2 7:39 門屋 みさ子 GMG八王子 15.5 中村 香澄 KGAカード会員 19.8 大歳 万里子 高根 20.1 熊澤 純子 横浜 28.5

3 7:48 大島 恵子 初穂 15.6 柿沼 恵子 川越 19.7 須藤 摂子 入間 20.2 冨岡 君江 小田原･日動御殿場 28.1

4 7:57 丸山 君江 ヴィンテージ 16.1 鳴川 早苗 オリムピック 19.6 杉崎 加代子 都 20.4 根本 登美子 入間 27.5

5 8:06 古川 真美 津久井湖 16.3 新田 恭子 飯能 19.5 中土 靖子 八幡 20.5 井上 英子 神奈川県ゴルフ協会 26.6

6 8:15 パンナチェート オラタイ 成田東 16.3 小島 とき江 ゴールド佐野 19.4 長原 文代 柏崎 20.5 小林 朝子 諏訪湖 26.1

7 8:24 小林 郷子 柏崎 16.6 石田 真由美 大厚木 19.4 児島 イツエ 八王子 20.5 柳澤 郡子 上田菅平高原グランヴィリオ 24.0

8 8:33 関根 美恵子 富士笠間 16.7 成田 幸子 小淵沢 19.0 小夏 睦 八幡 20.7 佐藤 絹江 入間 23.9

9 8:42 木榑 ふさ 初穂 5.7 山下 かつみ 中央道晴ヶ峰 11.6 斉藤 久美 京 12.5

10 8:51 鈴木 千鶴 新津 6.0 イシイ ドリス ブリック＆ウッド 11.5 大木 君江 青梅 12.5 藤田 八千代 富士見高原 15.4

11 9:00 河西 六子 小田原･日動御殿場 6.4 樋田 雅美 JGA個人会員 11.4 森山 亮子 立科 12.6 山上 明美 浦和 15.3

12 9:09 永井 清子 埼玉県ゴルフ協会 7.0 利根川 チネ子 唐沢 11.3 立石 高子 東名厚木 12.6 飯島 チカエ 鶴舞 15.2

13 9:18 小池 晶代 白水 7.6 町田 まゆみ サニー 11.3 鈴木 ちえ子 川越 12.7 原島 智恵子 埼玉県ゴルフ協会 15.2

14 9:27 高橋 依巳 GMG八王子 7.7 佐藤 美奈 東京五日市 11.2 千葉 民子 我孫子 12.7 小川原 秋 蓼科高原 15.2

15 9:36 小峰 利恵 日高 8.0 宮澤 由紀子 秋山 11.1 三枝 晴美 浦和 12.8 宮本 雅代 越生 15.0

16 9:45 柴田 章江 浦和 8.3 佐々木 真理子 東名厚木 11.0 山元 紀子 東京カントリー 12.8 秋山 美津恵 取手国際 14.6

17 9:54 別府 砂織 サニー 8.3 高野 律子 大新潟・出雲崎 10.9 平木 崇子 彩の森 12.9 平川 桂子 高根 14.5

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 7:30 近藤 明子 大新潟・三条 16.7 洗 秀子 都留 18.9 浅利 知世 入間 20.8

2 7:40 本田 伊佐子 高根 17.0 渡辺 実和子 甲府国際 18.8 小宮 妙子 日高 20.9 木内 昭子 多摩 23.9

3 7:50 近藤 道子 埼玉 17.1 古澤 トモ子 府中 18.2 津田 庸子 桜ヶ丘 20.9 深谷 敏子 南摩城 23.4

4 8:00 城田 恵津子 大厚木 17.2 青柳 宣子 武蔵 18.1 土橋 江利子 高根 21.2 矢野 裕恵 多摩 23.3

5 8:10 峰咲 和子 唐沢 17.2 芝本 一美 ブリック＆ウッド 17.9 遠藤 紀知子 多摩 21.4 林 晶子 川越 23.0

6 8:20 鈴木 美恵 富士 17.2 薄井 慎子 我孫子 17.5 高田 敬子 武蔵野 21.5 堀内 節子 上田菅平高原グランヴィリオ 22.5

7 8:30 松澤 美智子 都留 17.3 日暮 和子 八王子 17.5 須川 由美 千曲高原 21.7 関 佳子 飯能 22.4

8 8:40 小林 恵子 篠ノ井 17.3 大森 節子 甲府国際 17.3 齊藤 恵美子 青梅 21.7 大谷 和子 八幡 22.3

9 8:50 相田 ひろみ 浦和 8.4 梶谷 春美 JGA個人会員 10.9 南雲 東 白水 13.2

10 9:00 野々村 和子 メイプルポイント 8.6 久保 玲子 高根 10.5 相原 ちなみ 甲府国際 13.2 岩崎 よしみ 初穂 14.5

11 9:10 千野 理恵 白水 8.7 橋本 志保 大厚木 10.4 山田 富士子 八幡 13.2 志村 幸子 GMG八王子 14.4

12 9:20 小林 澄子 白水 8.9 吉田 みどり 石坂 10.3 橋本 裕美子 多摩 13.4 矢崎 みな子 諏訪湖 14.4

13 9:30 小澤 千恵子 白水 8.9 岩沢 純子 赤城 10.0 大井 圭子 日高 13.5 金子 浩美 飯能 14.3

14 9:40 手塚 美佐子 ヴィンテージ 8.9 富永 純子 GMG八王子 9.8 高木 はつの 都留 13.5 福井 春子 柏崎 14.2

15 9:50 馬場 千鶴子 神奈川県ゴルフ協会 9.1 原 和子 アスレチック 9.8 近藤 佐絵 甲府国際 13.6 田村 和代 オリムピック 14.1

16 10:00 西野 歌織 神奈川県ゴルフ協会 9.2 徳島 妙子 新発田城 9.8 野村 明代 我孫子 13.6 藤谷 由喜子 アスレチック 13.7

競技委員長　内　藤　正　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を持参し、朝の受付時に提示すること(別紙注意事項参照)。
※ クラブハウス、食堂、練習場は6：00にオープンする。

※ メタルスパイクでのプレーを禁止する。また、指定場所以外での携帯電話の使用は禁止とする。

※ 競技日、指定練習日とも別紙ドレスコードを厳守すること(ギャラリーを含む)。
※ 予備日：平成22年11月8日(月)
※ 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。

指定練習日は10月26日(火),10月27日(水),10月28日(木),10月29日(金),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10月13日～受け付ける(各日10:00～16:00)。予約受付番号042-776-8820。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、1ラウンド限定とし、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、関東ゴルフ連盟(TEL03-6278-0005、FAX03-6278-0008)または、開催倶楽部(TEL042-776-
8811)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。


