
 市民大会(戸塚ＣＣ)ご参加の皆様へ  
 
この度は、市民大会へのご参加をいただきありがとうございます。皆様が日頃の努力を存分に発揮

され楽しい一日になりますことを願っております。 
 

◆大会日料金  19,450 円 (ｸﾞﾘｰﾝﾌｨ、ｷｬﾃﾞｨﾌｨ、諸経費、利用税、消費税含) 

         

◆練  習  日  8 月 5 日(火) 東Out9:29～5 組  西 In9:29～5 組 

      8 月 6 日(水)  東Out9:29～5 組  西 In9:29～5 組 

         料金は大会日と同額 (大会参加者)。 
申し込みは横浜市ゴルフ協会へ (電話 680-5621) 
               

 
以下の内容については特にご留意、ご協力をお願い申し上げます。 
① ご利用頂くゴルフ場のドレスコードをお守りください。 

(a) ご来場時のジャケット、ブレザー等の上着着用は夏季期間のため特に義務付けられていませ

んがリゾート地感覚でのご来場はご遠慮ください。 
(b) プレイの際には襟付きのスポーツシャツを着用してください。(Tシャツは不可です) 
(c) スポーツシャツのすそをズボンの外に出さないでください。 

② 常に他のプレーヤーに心を配ってコース内およびハウス内では他の迷惑になる行為をしないこと。

特に携帯電話は使用禁止となっていますのでご協力をお願いします。 
③ スタート時刻の最低 30 分前までには受付を済ませ、10 分前までにスターティングホールのティ

ーインググランド前ご集合ください。 
④ コース内において煙草はティーインググラウンド以外では絶対に吸わないでください。 
⑤ スロープレーに注意し、前の組との間隔を１ホール以上あけないこと。 
⑥ ホールアウトしたら直ちにグリーンを離れて頂き、「スコアに記入」は次のティインｸﾞグランドで

行ってください。 
⑦ バンカー内に作った穴や足跡を直しておくこと。バンカー前面の土手を這い上がらないこと。 
⑧ グリーン上のボールマークを修復すること。(旗竿でカップを傷めたり、スパイクの引きずり跡を

つけたり、クラブで傷をつけたりしないこと。) 
 
 

以上、各倶楽部フェローシップ・エチケット委員会からの要望です。何卒ご協力の程よろしくお

願いします 
横浜市ゴルフ協会 競技委員長 佐藤伊佐緒 



1 8:12 1 9:08

2 8:19 2 9:15

3 8:26 3 9:22

4 8:33 4 9:29

5 8:40 5 9:36

6 8:47 6 9:43

7 8:54 7 9:50

8 9:01 8 9:57

9 9:08 9 10:04

10 9:15

11 9:22

12 9:29 東 I N ハンデの部
13 9:36 1 7:30 浅野　　健 岩佐　道夫 勝島　幸雄 北井　元朗

14 9:43 2 7:37 日置　利保 海藤　好信 伯耆　良一 田中　一義

15 9:50 3 7:44 有岡　　章 阿部　　治 田中　　隆 宮澤　　覚

16 9:57 4 7:51 鈴切　　誠 18.8 大川　雅之 22.5 藤本　広道 28.3 矢野　和夫 32.1

17 10:04 5 7:58 元島　智明 16.8 西野　耕三 24.5 石川　孝史 30.6 太田　昌勝

6 8:05 奥村　　繁 髙亀　裕信 佐藤　隆司 新川　　久

7 8:12 菅野　恭子 13.0 磯村さおり 松岡　清幸 三輪　眞二

東 OUT 女子グロスの部 8 8:19 冨川　　薫 冨川　光哉 望月　光一 西山　博教

1 9:08 9 8:26 横溝　　徹 増田　泰成 鈴木修一郎 松岡　福夫

2 9:15 10 8:33 坂田　禮彦 浅田　靖之 吉山佳一郎 宮野　一男

3 9:22 11 8:40 平本　　誠 落合　邦康 杉山　秋男 赤池東洋雄

4 9:29 12 8:47 酒川　　誠 13.7 遠藤　和能 18.9 織戸　五正 9.6 三枝　　博

5 9:36 13 8:54 小椋　成起 15.2 才木　義夫 15.4 飛鳥　勝雄 16.9 深尾　　至 18.6

14 9:01 市川　　薫 萩原　克芳 馬郡　祐子 19.6 植木　重行 11.2

15 9:08 山田　恵子 14.6 森澤　綾子 永石　保子 樋口　律子

16 9:15 遠藤　　徹 瀬戸特四郎 中西　克昌 遠藤由美子 28.9

17 9:22 石原　達也 小縣　　力 石原　　修 福本　　修

18 9:29 阿部　宜幸 14.8 畑中　健二 庄司　勝弘 若尾　智広

19 9:36 足立　晴彦 野々喜代志 白石　文吾 阿部　大祐

20 9:43 髙林　重司 6.1 高田徹次郎 9.2 渡邊伊知郎 10.2 八木下良近 11.3

21 9:50 奥泉　　誠 12.1 北田　克彦 12.4 児玉　文雄 11.0 大空　義明 13.7

井出　頼子 武本　充子 中川　順子 原　　和子

数井　美穂 田中　由美 大谷　朋子 市川　里菜

小林恵美子 板垣　貴子 谷口千栄子 羽鳥　敦子

松本千津子 高松　是子 務台　友子

加賀見敦子

　◎無断欠場者は次回の出場を認めない｡

好士﨑　進 中嶋　寿雄 松田　正夫

小山　和久 中村　政章 松本　浩平 山田　史顕

荒木　幸恵 中谷　紀子

　◎大会前日までの欠場の連絡は横浜市ゴルフ協会(電話680-5621)　

鯉江　研一 富澤　　亮 比留川秀一

山澤　正幸

                                            競技委員長

小柳　式夫 中谷　直樹 松永　重光 山下　安紀

栗原　誠仁 徳増　進司 林　　裕二 森　　良介

門傳　孝志

　　大会当日は戸塚CC (電話351-1241)へ連絡し大会役員に直接伝えること｡　

小泉　　穣 豊島　節夫 藤田　英明 山口　清志

三森　孝義

佐藤　和男 石島　裕之 高田　　敦 佐藤　洋二

久保寺直也 藤堂　克也 能條　嘉幸 森　　茂樹

西村　悦次 見上　健一

有馬　孝広

萩原　克爾 石井伸一郎 髙瀬幸史郎 青柳　一裕 恩田　篤行 綱島　保典 二宮　忠雄

石川　重人 安藤　壽二 鈴木　昌三 篠原　政敏 大屋　治彦 茅根　義明

西川　和義

高山　正二

大沼　敏也 武井　友史 長嶋　　実 渡部　良之

和田　　忍

河原　弘和 坂野　浩行 菅沼　忠之 佐々木美実

大庭　健児 谷口　昌利

中村　幸雄 髙橋　正人

中島　義伸 大内　　豊 滝本　幹人 中山　一平

北見　義治 石川松飛人 杉山　　満

斉藤　秀永

金子　正美 齋藤　一成 下山　　進 大野　浩人

石川　克寿 斉藤　　勇 魚本　一司 岩田　和広 島田　達也 森井　　優

川原　信一 佐伯　文男 末吉　　淳

島袋　雅治

遠藤　一郎 青山　賢一

石井　康夫 市村　幸隆 椎木　　茂 石渡　幸二

杉崎　勝廣 石渡　誠久 髙橋　健司 瀧本　順司

　　　　　2008横浜市民ゴルフ大会・予選会
     　　　　　　　　　　　　　　戸塚カントリー倶楽部・西・東コース　　8月8日(金)         

西ＯＵＴ 男子グロスの部 西 I N 男子グロスの部

梅澤　雅治 今村　俊介 名川　洋一 田中　耕介

古川　正美 稲垣　博之 中村　　渉 木下　勇人
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