
（OUT） （I N）  

1 7:58 鶴田　裕美 (瀬谷区) 佐伯　千佳 (戸塚区) 井上　幸子 (港北区) 鈴木美由紀 (旭　区) ★ 　 1 7:58 荒木　幸恵 (旭　区) 中島　千鶴 (鶴見区) 青柳　由利 (青葉区) ★

2 8:05 原木一二三 (青葉区) 渡邉　敏子 (鶴見区) 内藤　旬子 (港北区) 片寄早百合 (神奈川区) ★ 2 8:05 大谷　朋子 (神奈川区) 田波　清子 (鶴見区) 宇留島麻知子 (南　区) 澤上　敬子 (青葉区) ★

3 8:12 髙橋　理奈 (保土ケ谷区) 塩谷　仁美 (青葉区) 滝　　綾子 (旭　区) 山崎いづみ (栄　区) ★ 3 8:12 佐野　裕子 (港北区) 山本　裕子 (栄　区) 三ツ井京子 (青葉区) 堀井志津湖 (中　区) ★

4 8:19 白石久美子 (鶴見区) 富澤由美子 (港北区) 岩永　純子 (緑　区) 奈良　淳子 (青葉区) ★ 4 8:19 鈴木早愉里 (南　区) 千葉　尚子 (青葉区) 斉田　美穂 (中　区) 後藤　文江 (戸塚区) ★

5 8:26 山中　通子 (港北区) 鈴木祐美子 (保土ヶ谷区) 林　　和代 (泉　区) 大畠　恵子 (都筑区) ★ 5 8:26 谷口千栄子 (緑　区) 蒲谷みちよ (金沢区) 嶋崎　幸恵 (栄　区) 常松　祥子 (青葉区) ★

6 8:33 怒谷　直志 (旭　区) 岩堀　眞規 (西　区) 山田　史顕 (旭　区) 小栗　健嗣 (南　区) ★ 6 8:33 小野　敬子 (磯子区) 金井　豊子 (鶴見区) 吉川　清子 (瀬谷区) 樋口美代子 (神奈川区) ★

7 8:40 永井　　聡 (都筑区) 原　　克宣 (港南区) 谷口　　徹 (緑　区) 安室　伸一 (青葉区) ★ 7 8:40 小澤　広之 (旭　区) 滝本　幹人 (保土ヶ谷区) 関口　洋一 (都筑区) 岩田　和広 (保土ヶ谷区) ★

8 8:47 福田　幸雄 (南　区) 中川洋一郎 (緑　区) 飯塚　光洋 (港北区) 齋藤　功治 (港南区) ★ 8 8:47 保竹　純一 (磯子区) 髙橋　健司 (南　区) 山中　　智 (港北区) 海老澤　唯 (泉　区) ★

9 8:54 古川　大輔 (青葉区) 小林　孔一 (神奈川区) 中村由一郎 (瀬谷区) 今関　栄一 (戸塚区) ★ 9 8:54 塚本　則男 (港北区) 松元　正秀 (金沢区) 柳下　俊明 (都筑区) 吉田　裕紀 (戸塚区) ★

10 9:01 野田健二朗 (南　区) 葉山　憲二 (旭　区) 徐　　裕貴 (中　区) 吉田康次郎 (神奈川区) ★ 10 9:01 森田　隆昭 (栄　区) 石田哲次郎 (中　区) 竹澤　俊治 (保土ケ谷区) 松原　伸夫 (磯子区) ★

11 9:08 大沼　貴史 (戸塚区) 都甲　　崇 (金沢区) 松本　雄希 (緑　区) 長嶋　龍平 (南　区) ★ 11 9:08 萩原　則之 (緑　区) 土志田誠治 (青葉区) 池上　孝治 (戸塚区) 平山　俊夫 (港北区) ★

12 9:15 斉藤　重一 (泉　区) 中村俊一郎 (緑　区) 馬島　　保 (保土ケ谷区) 柴田　雄二 (港南区) ★ 12 9:15 中山　一平 (旭　区) 佐々木敏行 (保土ヶ谷区) 橋本　光雄 (金沢区) 杉崎　勝廣 (鶴見区) ★

13 9:22 中川　正弘 (港南区) 和田　　朗 (戸塚区) 籠手田安朗 (港北区) 渡辺　　玲 (港北区) ★ 13 9:22 大西慶一郎 (港北区) 廣瀬　信行 (磯子区) 齋藤　章次 (金沢区) 小林謙一郎 (泉　区) ★

14 9:29 風間　智行 (泉　区) 竹内　浩典 (瀬谷区) 勝俣　徳士 (保土ヶ谷区) 宗像　幸治 (南　区) ★ 14 9:29 石塚　勝久 (金沢区) 末吉　　淳 (旭　区) 伊藤　吉輝 (南　区) 山田　真吾 (神奈川区) ★

15 9:36 村井　高志 (神奈川区) 赤倉　勇人 (港北区) 古川　恒成 (都筑区) 晝間　秀計 (鶴見区) ★ 15 9:36 三井　博巳 (緑　区) 佐藤　幸浩 (保土ヶ谷区) 宍戸　謙介 (緑　区) 望月盛二郎 (港北区) ★

16 9:43 黒崎　雅浩 (南　区) 石井　孝一 (瀬谷区) 中村洋一郎 (緑　区) 吉田　孝一 (港南区) ★ 16 9:43 目黒　健太 (旭　区) 斉藤　健治 (金沢区) 今井　　潤 (港北区) 松尾　幸一 (中　区) ★

17 9:50 髙橋　眞二 (緑　区) 嶺井　克也 (港北区) 佐々木龍二 (鶴見区) 氏家　勝美 (港南区) ★ 17 9:50 丸山　辰治 (鶴見区) 稲妻　政憲 (南　区) 小林　兼久 (西　区) 佐藤　秀樹 (青葉区) ★

18 9:57 青山　賢一 (戸塚区) 福田　義行 (鶴見区) 齋藤　　剛 (都筑区) 小野　保彦 (港北区) ★ 18 9:57 萩原　克芳 (泉　区) 高山　正二 (青葉区) 小野　悦央 (中　区) 鶴薗　弘明 (神奈川区) ★

　受付 担当　　　　　 前半／大畠　恵子・吉川　清子

　スコアカードの配布、マーカーの指定、プレーの進行など全てに責任を持ってお願いします。 　　　　　 　　　　　 後半／末吉　　淳・廣瀬　信行

　※各組の最終選手(★)はプレイファストリーダーです。スロープレーにならないよう注意してください。 　スコア集計担当　　　前半／鶴田　裕美・鈴木美由紀

　　　　　 　　　　　 後半／高橋　健司・滝本　幹人

2022年度　横浜市研修会　第2回

  各組先頭の選手は、その組の統括責任者です。

 ★プレイ代: 21,700円　※飲食代は別途

　◆参加費(1,000円)は、当日受付にてお支払いください。

 ★コース売店は営業しております。 ※受付担当委員の方は、前半AM 7：00・後半AM 7:30までにご集合ください。

　　◎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｡

2022年9月2日

戸塚カントリー倶楽部・東コース

　※キャディが付かないセルフプレーです。カート操作はお互いに協力して行ってください。

クラブハウス入退場時は必ず上着を着用する事。また、半ズボン等での入退場もできま

せんので注意してください。

(一部コースのドレスコードと異なりますが、研修会としての決め事とします)



2022 年度 横浜市研修会 第 2 回 

≪特別ローカルルール≫ 

 

戸塚カントリー倶楽部・東コース 

（9月 2日） 

 

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 
①No.2と No.3ホールの間および No.3と No.5ホールの間の黄縞杭を結ぶ線を越えて隣接ホー

ルに入った球はアウトオブバウンズとする。 

(黄縞杭は動かせない障害物とする) 

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倶楽部のドレスコードを遵守すること。  
女子は、タンクトップ、襟なしシャツ、キャミソール姿は禁止。その他カーゴパンツ(外にポ

ケットの有るもの)、レギンス、ホットパンツおよび極端に丈の短いスカートの着用も禁止
する(膝上 10cm まで) 穿き替えをお願いする事が有ります。 

男子は、ジーンズ、Ｔシャツ姿は禁止。カーゴパンツ(外ポケットの有るもの)の着用も禁止
する。スニーカーソックス(くるぶしの露出するもの)の着用は禁止する。 

※一部、倶楽部のドレスコードと異なりますが、倶楽部入退場時は必ず

上着を着用すること。半ズボン等での入退場も禁止とします。(半ズ

ボンでプレーする際は、ロッカーで穿き替えてください)  

研修会からの決め事として順守してください。 

 
 ※プレー時(ソーシャルディスタンスが取れない場合)およびハウス内では必ずマス

クを着用すること。 
②マーカーとの間でルール上の疑義が生じたり、判断のできない問題が生じた時は、ゴルフ規則

20.1ｃに基づいて、2 つの球でプレーをしてください。その時、競技者は規則により許されると

きはどちらの球のスコアを採用するかを、マーカーか同伴競技者に宣言してください。競技者は

スコアカードを提出する前に研修委員会にその事実を報告してください。それを怠ると競技失格

になります。 



10 11 12 13 14 15 16 17 18 ＩＮ TOTAL

451 377 190 429 177 535 545 317 334 3,355 6,644

350 333 132 352 139 449 530 280 295 2,860 5,752

4 4 3 4 3 5 5 4 4 36 72

 

 

 

 

 

【その他注意事項】 
①朝の受け付け時､スタート時刻と氏名を告げ参加費1,000円を支払うこと｡スタート時刻30分前ま

でには必ず到着すること(※競技終了後のミーティングは行いません) 

※この期間は道路の渋滞が予想されます。時間に余裕をもって行動してください。 

②組み合わせ発表後のキャンセルは認めない｡無断欠席の場合は次年度の推薦を受け付けない。欠席

はいかなる場合でもキャンセルフィ(5,000円、消費税別)を徴収する。 

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｡ 

9月 1日(木)までは電話 680-5621市協会事務局へ｡ 

当日は倶楽部フロント 045-351-1241に電話して研修会委員に直接伝えること｡ 

③携帯電話のゴルフ場での使用を禁止する(1階ロビー、ロッカーのみ使用可) 

 

※キャディが付かないセルフプレーです。カート操作はお互いに協力し、

事故の無いよう注意してください。 
  

 研修会委員長 

 

 

 

【ヤーデージ】 

「男子・女子」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

男子 420 498 368 165 501 213 420 351 353 3,289

女子 352 479 338 142 480 150 335 325 291 2,892

4 5 4 3 5 3 4 4 4 36
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