
① 7:52 ◎ 杉山　倫久 (藤　沢) 吉川　裕治 (愛　川) 武藏　圭太 (藤　沢) 　 ① 7:52 ◎ 大沼　貴史 (横　浜) 佐藤　幸浩 (横　浜) 保住　朋之 (藤　沢)

② 8:00 ◎ 齊木　和紀 (横　浜) 山本　　充 (横　浜) 篠崎　勝則 (大　和) 塩島　正隆 (綾　瀬) ② 8:00 ◎ 横山　京平 (平　塚) 山中　　智 (横　浜) 橋爪健太郎 (藤　沢) 髙井　　勝 (小田原)

③ 8:08 ◎ 怒谷　直志 (横　浜) 氏家　勝美 (横　浜) 佐藤　秀樹 (横　浜) 花吉　精一 (相模原) ③ 8:08 ◎ 松元　正秀 (横　浜) 倉橋　学滋 (藤　沢) 馬場　正徳 (横　浜) 竹澤　俊治 (横　浜)

④ 8:16 ◎ 平山　俊夫 (横　浜) 鈴木　丈二 (横　浜) 小澤　　稔 (横　浜) 白井　洋之 (川　崎) ④ 8:16 ◎ 別所　義人 (大　和) 佐々木政一 (大　和) 齋藤　　剛 (横　浜) 長嶋　龍平 (横　浜)

⑤ 8:24 ◎ 岩田　和広 (横　浜) 猪股　英昭 (横　浜) 丹野　隆幸 (鎌　倉) 青山　賢一 (横　浜) ⑤ 8:24 ◎ 野手　和巳 (逗　子) 田代　良平 (厚　木) 待合　勇史 (藤　沢) 中山　一平 (横　浜)

⑥ 8:32 ◎ 二ツ森義一 (横　浜) 片野　由次 (相模原) 今里　隆哉 (横　浜) 勝俣　徳士 (横　浜) ⑥ 8:32 ◎ 荻窪　浩司 (大　和) 矢ケ﨑隆夫 (鎌　倉) 臼杵　靖晃 (横　浜) 小林　兼久 (横　浜)

⑦ 8:40 ◎ 森　　大輔 (伊勢原) 村松　昇二 (藤　沢) 佐居　承緒 (横　浜) 竹内　浩典 (横　浜) ⑦ 8:40 ◎ 天久　政秀 (座　間) 大鴈丸正人 (茅ケ崎) 保竹　純一 (横　浜) 柳下　俊明 (横　浜)

⑧ 8:48 ◎ ★屋代　　亮 (茅ケ崎) 小川　大造 (相模原) 高山　正二 (横　浜) 萩原　克芳 (横　浜) ⑧ 8:48 ◎ 三井　博巳 (横　浜) 栗原　英樹 (大　和) 及川　克彦 (藤　沢) 村田　崇臣 (座　間)

⑨ 8:56 ◎ 湯山　賢祐 (横　浜) 川底慎一郎 (平　塚) 井上　直紀 (藤　沢) 義澤　秀雄 (相模原) ⑨ 8:56 ◎ 佐々木龍二 (横　浜) 中田　昌宏 (厚　木) 嶺井　克也 (横　浜) 市川　兆治 (横　浜)

⑩ 9:04 ◎ 鹿島　康裕 (相模原) 尾西　博樹 (藤　沢) 比留間育洋 (横　浜) 井上　雅彦 (相模原) ⑩ 9:04 ◎ 中里　匡良 (相模原) 安友　博文 (川　崎) 小野寺利丸 (大　井) 中川　俊次 (川　崎)

⑪ 9:12 ◎ 平田　芳治 (藤　沢) 谷内三千夫 (川　崎) 飯島　雄介 (横　浜) ★松田　永基 (海老名) ⑪ 9:12 ◎ 髙梨　孝司 (相模原) 久保寺　実 (横　浜) 古川　大輔 (横　浜) 谷口　　徹 (横　浜)

⑫ 9:20 ◎ 河邊　博和 (藤　沢) 中川洋一郎 (横　浜) 小林　孝志 (伊勢原) 清野　　誠 (平　塚) ⑫ 9:20 ◎ 山本　美登 (横　浜) 村上　信一 (厚　木) 小林　孔一 (横　浜) 永井　　聡 (横　浜)

⑬ 9:28 ◎ 吉田　裕紀 (横　浜) 永井　英輔 (横　浜) 冨田　喜栄 (藤　沢) 森田　隆昭 (横　浜) ⑬ 9:28 ◎ 井澤　龍信 (二　宮) 増田　正春 (横須賀) 黒崎　雅浩 (横　浜) 都甲　　崇 (横　浜)

⑭ 9:36 ◎ 松田　永浩 (海老名) 齋藤　功治 (横　浜) 岡本　　拓 (横　浜) 馬場　輝雄 (横　浜) ⑭ 9:36 ◎ 竹島　　大 (茅ケ崎) 西山　陽一 (二　宮) 毛利　和倫 (綾　瀬) 中村洋一郎 (横　浜)

⑮ 9:44 ◎ ★進藤　　巧 (横　浜) 廣瀬　信行 (横　浜) 海老澤　唯 (横　浜) 富田　光洋 (平　塚) ⑮ 9:44 ◎ 中嶋　寿雄 (横　浜) 葉山　憲二 (横　浜) 大塚　丈義 (茅ケ崎) 富山　大輔 (横須賀)

⑯ 9:52 ◎ ★原　　克宣 (横　浜) 中村　勝郁 (平　塚) 遠山　武志 (横　浜) 務台　英雄 (横　浜) ⑯ 9:52 ◎ 木村　記章 (鎌　倉) 山口　善久 (厚　木) 宍戸　謙介 (横　浜) 嶋﨑　太一 (横　浜)

⑰ 10:00 ◎ 久保谷和明 (秦　野) 岩橋　史弥 (横　浜) ★飯塚　裕一 (横　浜) 中村由一郎 (横　浜) ⑰ 10:00 ◎ 関根　政英 (横　浜) 滝本　幹人 (横　浜) 山口　健太 (厚　木) 山田　尚紀 (横　浜)

◎印の選手はプレイの進行など全てに責任を持ってお願いします｡

★印は「TEAM KANAGAWA」対象選手

相模原ゴルフクラブのご厚意により 受付前半 :

1Ｒﾌﾟﾚｲﾌｨ-：23,110円　消費税込み、飲食費は別途  　　　　   受付後半 :

※参加費1,000円は当日受付で徴収します。 　　　　 　　  集計前半 :

　　　　 　　  集計後半 : 義澤　秀雄・栗原　英樹

萩原　克芳・保竹　純一

★ハウス入退場時は上着を着用すること。ゴルフシューズでの入場は厳禁とする。

　※受付前半担当委員の方は、AM6：50、後半は8：00　までにご集合ください。

 【担当委員】　

2022年度　第3回　県研修競技会　
2022年9月6日(火)　相模原GC・東OUT  IN

◇この組み合わせは欠場者のあった場合変更することがある。

篠崎　勝則・武蔵　圭太

※第3回は第2回までの獲得ポイント成績順での組み合わせとなります。

岩橋　史弥・滝本　幹人



2022年度 神奈川県研修競技会 第 3回 男子 

≪特別ローカルルール≫ 

 

相模原ゴルフクラブ・東コース 

9月 6日(火) 

 

県ゴルフ協会「大会競技規則（別紙ハードカード）」に、次の「ローカルルール」「注意事項」を 

追加する。 

 

■ローカルルール 

①プレーヤーは動力付きの移動機器に乗車してはならない。但し、委員会が認めた場合や、事後承認された場

合を除く。 

②プレーの中断と再開（大会競技規則「ローカルルール12」） 

避難準備           ：サイレン8秒間を２回繰り返す。 

険悪な気象状況による即時中断 ：サイレン30秒間を１回鳴らす。 

プレーの再開         ：サイレン8秒間を３回繰り返す。 

③規則11.1ｂ例外2の修正 

  規則 11.1ｂ例外 2 は、プレーヤーがパッティンググリーンからプレーした球が偶然に次のものに当たった

場合には適用しない。 

 ・そのプレーヤー、そのストロークを行うためにそのプレーヤーによって使用されたクラブ、またはルース

インペディメントとして定められる動物(つまり、ミミズ、昆虫や簡単に取り除くことができる類似の動物)。 

そのストロークはカウントし、球はあるがままにプレーしなければならない。 

このローカルルールに違反して誤所から球をプレーしたことに対する罰は規則14.7aに基づく一般の罰。 

 

■注意事項 

①打放し練習場における使用クラブはアイアンのみ(ユーティリティーも不可)とする。 

②アプローチ練習場およびバンカー練習場の使用を禁止する。 

③スタート時刻30分前までには到着し、参加費(1,000円)を支払い受付を完了すること。 

(遅れた場合、次回出場を停止することがある)  

※競技終了後のミーティングは行いません。 

④相模原ゴルフクラブのドレスコードを順守すること。ハウス内および売店内ではマスクを着用すること。 

⑤プレーの進行に留意すること。先行組との間隔を著しくあけた場合、ペナルティを科す。 

⑥組み合わせ作成後のキャンセルはキャンセル料（5,000円 消費税別）を後日請求する。 

  無断欠席の場合は次年度の推薦を受け付けない。当日欠席の場合は次回の出場停止。 

  やむを得ない事情により欠席する場合には必ず次へ連絡すること。 

  9月 5日(月)までは045-680-5621、県ゴルフ協会へ電話。 

当日の欠場は相模原 GC042-776-8811へ電話し研修競技会委員に直接伝えること。 

⑦コース内およびクラブハウス内での携帯電話の使用を禁止する｡ 

⑧次回(11月 9日・箱根 CC)は受け入れ人数が 136名のため定員に達し次第締め切ります。 

◆研修競技会員はクラブハウス入退場時は上着を着用すること。 

◆ゴルフシューズ、スニーカー、運動靴での入場は厳禁とする。 

 ※ 上記注意事項を遵守できない場合は失格になることがあります。   



ＨＯＬＥＳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

ＹＡＲＤＳ 404 545 400 345 186 406 397 180 537 3,400

ＰＡＲ 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36

ＳＣＯＲＥ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 ＩＮ TOTAL

419 175 607 397 394 346 165 560 412 3,475 6,875

4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72
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