
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－山梨ブロック大会
組合わせおよびスタート時間表

(参加者 125 名： 男子A 59 名 ／ 男子B 18 名 ／ 女子A 22 名 ／ 女子B 26 名 )
期日: 平成22年9日9日(木)

場所: 上野原カントリークラブ (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 阿川 茂 上野原 12.6 矢倉 史康 春日居 14.9 釼持 司郎 秋山 15.3

2 8:09 有馬 康夫 秋山 12.6 秋葉 成寿 上野原 14.1 佐藤 和彦 甲斐駒 15.0

3 8:18 室田 延宏 オリムピック 13.2 相田 昭 上野原 14.0 丸山 康夫 ヴィンテージ 15.5 渡辺 照雄 秋山 26.3

4 8:27 相澤 洋一 上野原 13.5 石川 哲夫 甲斐駒 14.0 高橋 隆 秋山 16.2 田中 春夫 昇仙峡 21.5

5 8:36 田中 秀樹 春日居 14.0 北谷 禎勝 秋山 14.0 井上 弘明 ヴィンテージ 17.1 田川 章 上野原 21.1

6 8:45 神宮寺 典子 オリムピック 6.1 志村 節子 秋山 12.4 森本 やす子 メイプルポイント 12.9

7 8:54 溝口 裕利江 メイプルポイント 8.4 佐藤 典子 都 12.5 相原 ちなみ 甲府国際 13.4

8 9:03 手塚 美佐子 ヴィンテージ 8.8 志村 千恵 甲府国際 12.7 佐藤 博子 秋山 13.8 大竹 昌子 都 15.2

9 9:12 野々村 和子 メイプルポイント 9.1 宮澤 由紀子 秋山 12.1 近藤 佐絵 甲府国際 13.8 植松 昭子 小淵沢 15.1

10 9:21 石井 弘子 都 9.3 大石 芳子 オリムピック 11.2 保坂 幸子 春日居 14.2 内田 重子 都留 14.5

11 9:30 小野 順子 都留 10.2 安藤 智美 メイプルポイント 10.3 田村 和代 オリムピック 14.3 大森 節子 甲府国際 15.0

12 9:39 春名 和彦 上野原 5.7 森下 裕司 秋山 7.0 高木 義雄 都 11.4 田中 茂 秋山 9.3

13 9:48 倉橋 秀明 上野原 5.7 荻野 英治 昇仙峡 7.0 浜出 達弥 オリムピック 10.0 大内 伸一 秋山 11.1

14 9:57 内田 進 都留 5.8 浅谷 武 秋山 7.3 荒木 勝之 都 9.9 風間 哲男 春日居 10.5

15 10:06 石塚 隆 都 5.9 丸山 竜児 秋山 6.5 吉村 誠治 上野原 10.1 鎮西 春男 秋山 10.7

16 10:15 河野 晃 甲府国際 6.0 長田 章 秋山 6.5 加納 賢三 上野原 9.8 原 豊造 春日居 10.7

17 10:24 寺田 彰 秋山 5.5 永田 淳一 春日居 6.3 益田 幹大 秋山 9.9 木田 芳美 上野原 11.1

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 辨谷 知子 オリムピック 15.6 渡辺 実和子 甲府国際 16.9 洗 秀子 都留 20.0

2 8:09 高木 はつの 都留 15.8 成田 幸子 小淵沢 18.5 杉崎 加代子 都 20.4

3 8:18 広瀬 さとり 甲府国際 15.8 増田 佳子 オリムピック 18.4 新井 敬子 都留 20.2 田中 智子 秋山 25.1

4 8:27 丸山 君江 ヴィンテージ 15.8 松澤 美智子 都留 17.6 丸茂 富美子 春日居 21.6 寺澤 紀子 都留 22.8

5 8:36 雨宮 はる江 甲府国際 16.0 鳴川 早苗 オリムピック 19.8 塩沢 美香 都 21.7 打越 まさ子 都留 22.7

6 8:45 星野 雅子 春日居 16.1 安岡 栄子 都留 21.7 石渡 陽子 都 16.6 小林 順子 都留 22.4

7 8:54 三好 圭子 オリムピック 16.1 齊藤 実子 都留 22.1 村田 トキ子 秋山 16.3 村井 星子 都留 22.1

8 9:03 稲川 大次郎 メイプルポイント 1.8 三吉 章雪 上野原 8.3 小林 芳男 秋山 8.4

9 9:12 佐藤 和男 秋山 2.8 峯澤 克之 メイプルポイント 7.2 廣瀬 久夫 春日居 8.3 杉崎 孝之 都 11.8

10 9:21 早川 友己 メイプルポイント 3.4 山本 義仁 春日居 7.9 住吉 秀実 都 8.5 古屋 厚 秋山 12.0

11 9:30 小澤 茂樹 春日居 3.7 井上 勝 メイプルポイント 7.6 鈴木 雅俊 都 8.9 五十嵐 洋介 秋山 12.3

12 9:39 石井 重次 メイプルポイント 4.7 城之内 豪 都 7.6 宮澤 良光 秋山 9.0 小林 壽雄 甲府国際 11.8

13 9:48 羽田 亮 上野原 5.1 原田 知明 秋山 7.4 百瀬 晴樹 都 9.1 岸 宣之 中央都留 11.7

14 9:57 平本 眞言 秋山 5.4 中田 源 春日居 7.0 浅井 良雄 都 9.7 佐藤 博信 上野原 11.5

15 10:06 塚田 憲之 甲斐駒 5.4 三樹 常弘 秋山 8.1 田波 昌行 上野原 9.3 木村 信男 オリムピック 11.6

16 10:15 志村 孝夫 メイプルポイント 6.0 出月 猛 春日居 7.1 小室 智朗 秋山 9.7 金子 時雄 上野原 11.5

競技委員長　吉野　統治

※

※

※

※ 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(所属倶楽部でJ-sysにより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22年9月16日(木)
※ 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 10名、男子B 3名、女子A 8名、女子B 10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1日17:00までに手続を済ませること。

指定練習日は8月31日(火),9月1日(水),9月2日(木),9月3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9月2日まで受付ける(各日9:00～16:00)。予約受付番号0554-63-3838。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、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(TEL0554-63-2525)
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。


