
1 7:30 ◎ 鈴木　佳人 (海老名) 勝俣　徳士 (横　浜) 比留間育洋 (横　浜) 小林　孝志 (伊勢原) 　 1 7:30 ◎ 志渡　智宏 (茅ケ崎) 中井　篤史 (厚　木) 葉山　憲二 (横　浜) 滝本　幹人 (横　浜)

2 7:38 ◎ 塩島　正隆 (綾　瀬) 山田　尚紀 (横　浜) 佐藤　秀樹 (横　浜) 清野　　誠 (平　塚) 2 7:39 ◎ 西山　陽一 (二　宮) 森田　隆昭 (横　浜) 中山　一平 (横　浜) 増田　正春 (横須賀)

3 7:46 ◎ 待合　勇史 (藤　沢) 徐　　裕貴 (横　浜) 酒井　明広 (寒　川) 落合　盛公 (横　浜) 3 7:48 ◎ 齋藤　功治 (横　浜) 中村　勝郁 (平　塚) 氏家　勝美 (横　浜) 片野　由次 (相模原)

4 7:54 ◎ 白井　洋之 (川　崎) 馬場　輝雄 (横　浜) 大鴈丸正人 (茅ケ崎) 関根　政英 (横　浜) 4 7:57 ◎ 篠崎　勝則 (大　和) 青山　賢一 (横　浜) 野手　和巳 (逗　子) 小澤　　稔 (横　浜)

5 8:02 ◎ 遠山　武志 (横　浜) 栗原　英樹 (大　和) 葛籠貫　博 (横　浜) 平田　芳治 (藤　沢) 5 8:06 ◎ 保竹　純一 (横　浜) 三ツ井雅貴 (横　浜) 村田　崇臣 (座　間) 河邊　博和 (藤　沢)

6 8:10 ◎ 富山　大輔 (横須賀) 細谷賢一朗 (相模原) 中村由一郎 (横　浜) 山中　　智 (横　浜) 6 8:15 ◎ 橋爪健太郎 (藤　沢) 飯島　雄介 (横　浜) 吉田　裕紀 (横　浜) 荻窪　浩司 (大　和)

7 8:18 ◎ 竹島　　大 (茅ケ崎) 古川　大輔 (横　浜) 岩橋　史弥 (横　浜) 柳下　俊明 (横　浜) 7 8:24 ◎ 植竹　丈二 (横　浜) 中村　勝一 (川　崎) 花吉　精一 (相模原) 黒崎　雅浩 (横　浜)

8 8:26 ◎ 川底慎一郎 (平　塚) ★飯塚　裕一 (横　浜) 藤井　庸史 (横　浜) 久保谷和明 (秦　野) 8 8:33 ◎ 井上　直紀 (藤　沢) 中川洋一郎 (横　浜) 中田　昌宏 (厚　木) ★鈴木　優也 (相模原)

9 8:34 ◎ 杉山　倫久 (藤　沢) 怒谷　直志 (横　浜) 義澤　秀雄 (相模原) 竹澤　俊治 (横　浜) 9 8:42 ◎ 岡本　　拓 (横　浜) 富田　光洋 (平　塚) ★進藤　　巧 (横　浜) 佐々木政一 (大　和)

10 8:42 ◎ 井上　雅彦 (相模原) 市川　兆治 (横　浜) ★松田　永基 (海老名) 齊木　和紀 (横　浜) 10 8:51 ◎ 萩原　克芳 (横　浜) 梶原　朗世 (鎌　倉) 尾西　博樹 (藤　沢) 都甲　　崇 (横　浜)

11 8:50 ◎ 二ツ森義一 (横　浜) 別所　義人 (大　和) 佐藤　幸浩 (横　浜) 髙井　　勝 (小田原) 11 9:00 ◎ 丹野　隆幸 (鎌　倉) 松本　雄希 (横　浜) 鹿島　康裕 (相模原) 猪股　英昭 (横　浜)

12 8:58 ◎ 吉川　裕治 (愛　川) 大沼　貴史 (横　浜) 矢ケ﨑隆夫 (鎌　倉) 平山　俊夫 (横　浜) 12 9:09 ◎ 関根　謙克 (相模原) 小林　孔一 (横　浜) 三井　博巳 (横　浜) 松田　永浩 (海老名)

13 9:06 ◎ 倉橋　学滋 (藤　沢) 谷口　　徹 (横　浜) 毛利　和倫 (綾　瀬) 中村洋一郎 (横　浜) 13 9:18 ◎ 田代　良平 (厚　木) 内村　淳也 (相模原) 久保寺　実 (横　浜) 馬場　正徳 (横　浜)

14 9:14 ◎ 永井　英輔 (横　浜) 髙梨　孝司 (相模原) ★臼井　正人 (大　和) 湯山　賢祐 (横　浜) 14 9:27 ◎ 及川　克彦 (藤　沢) 臼杵　靖晃 (横　浜) 山影　弘嗣 (相模原) 長嶋　龍平 (横　浜)

15 9:22 ◎ 小川　大造 (相模原) ★風間　智行 (横　浜) 岩田　和広 (横　浜) 冨田　喜栄 (藤　沢) 15 9:36 ◎ 椎名　高文 (横　浜) 武藏　圭太 (藤　沢) ★屋代　　亮 (茅ケ崎) 松元　正秀 (横　浜)

16 9:30 ◎ 務台　英雄 (横　浜) 高山　正二 (横　浜) ★原　　克宣 (横　浜) 村松　昇二 (藤　沢) 16 9:45 ◎ 天久　政秀 (座　間) 永井　　聡 (横　浜) 竹内　浩典 (横　浜) 安友　博文 (川　崎)

17 9:38 ◎ 海老澤　唯 (横　浜) 中里　匡良 (相模原) 鈴木　丈二 (横　浜) 寺田　智宏 (大　和)

18 9:46 ◎ 齋藤　　剛 (横　浜) 保住　朋之 (藤　沢) 山本　　充 (横　浜) 横山　京平 (平　塚)

◎印の選手はその組の総括責任者です。プレイの進行など全てに責任を持ってお願いします｡

　　　　　　　　　　･後半　　　　　　　　

 

※受付担当委員、前半の方は AM 6：30・後半の方は AM 7:30 までに集合してください。

【競技参加料】　1,000円( ミーティングを行わないため)　※受付時に徴収します。

◇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。

【担当委員】受付担当･前半：井上　雅彦・鈴木　優也

              後半：務台　英雄・及川　克彦

　　　　　　ｽｺｱ集計・前半：勝俣　徳士・滝本　幹人

　　　　 　　　　　　 後半：怒谷　直志・中田　昌宏

■俱楽部で行っている感染症対策へのご協力をお願いします。

★印は「TEAM KANAGAWA」対象選手

　　　　　　電話　0460(84)8571

2022年度　第4回　研修競技会(男子の部)
2022年11月9日(水）

（OUT） （I　N）

　　　　箱根カントリー倶楽部

【プレイ料金】　21,280円（利用税1/2 600円含む）　練習ラウンド：21,880円



2022 年度 神奈川県研修競技会 第 4 回 男子 

 

≪特別ローカルルール≫ 

 

箱根カントリー倶楽部 

11月 9日(水) 

 

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 プレーの中断と再開（大会競技規則「ローカルルール 12」） 

  本部より競技委員およびキャディーの無線を通じてプレーヤーに連絡する。 

② 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 スタート時刻 30 分前までには来場し、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) 

② 倶楽部ホームページに掲出のドレスコードを遵守すること。ゴルフシューズ(スパ

イクレスを含む)およびジョギングシューズでの来場を禁止する。 

※倶楽部ハウス内はマスク着用してください。 

③ 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

止する。 

  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。 

  8 日(火)までは 045-680-5621、県ゴルフ協会へ電話。当日の欠場は箱根ＣＣ

0460-84-8571 へ電話し研修競技会委員に直接伝えること。 



10 11 12 13 14 15 16 17 18 ＩＮ TOTAL

200 400 486 415 165 546 385 430 400 3,427 6,873

3 4 5 4 3 5 4 4 4 36 72

 

④ コース内およびクラブハウス内での携帯電話の通話使用を禁止する｡ 

⑤ 競技終了後のミーティングは行わない。 

 

■アプローチ、バンカー練習場は、自己の球を使用すること(1 人 3 球まで) 

■新型コロナウイルス感染症防止対策については各自、倶楽部ホームページで確認 

 してください。 

※ 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。 

研修委員長 

≪おことわり≫ 

★倶楽部の事情により、現金による支払いが出来ません。

当日の精算はカードのみとなります。 
 

◆ヤーデージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《最終 第 5 回研修競技会 相模 CC の申し込みについて》 

◆相模 CC（12 月 19 日）の申し込みは 11月 10 日よりＦＡＸおよびメールで受け付

けます。 

男女同日開催のため獲得ポイント上位者を優先とし、組み合わせ発表の関係で 

11月 30日（水）締切りとします。 

男子の定員は 96 名(TEAM KANAGAWA登録者を含む)とし、定員に達した場合は、 

11月 30日前でも締め切ります。以降はキャンセル待ちとなります。 

※ポイント上位者でも定員に達した場合、キャンセル待ちとなります。 

研修委員長 

ＨＯＬＥＳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

ＹＡＲＤＳ 410 145 425 440 530 210 360 516 410 3,446

Ｐ Ａ Ｒ 4 3 4 4 5 3 4 5 4 36

ＳＣＯＲＥ




