
（OUT）  

1 7:28 ◎ 大沼　貴史 (戸塚区) 海老澤　唯 (泉　区) 萩原　克芳 (泉　区) 怒谷　直志 (旭　区) ★ 　 1 7:28 ◎ 吉川　清子 (瀬谷区) 板垣　貴子 (港北区) 原木一二三 (青葉区) ★

2 7:35 ◎ 宇留島麻知子 (南　区) 佐伯　千佳 (戸塚区) 相馬　裕子 (都筑区) ★ 2 7:35 ◎ 山中　通子 (港北区) 秋元眞由美 (港北区) 大谷　朋子 (神奈川区) 青柳　由利 (青葉区) ★

3 7:42 ◎ 田辺　桂子 (港北区) 渡邉　敏子 (鶴見区) 荒木　幸恵 (旭　区) 樋口美代子 (神奈川区) ★ 3 7:42 ◎ 鶴田　裕美 (瀬谷区) 澤上　敬子 (青葉区) 富澤由美子 (港北区) 滝　　綾子 (旭　区) ★

4 7:49 ◎ 佐野　裕子 (港北区) 岩永　純子 (緑　区) 務台　友子 (保土ヶ谷区) 髙橋　理奈 (保土ケ谷区) ★ 4 7:49 ◎ 戸次　理絵 (青葉区) 有本　淳子 (金沢区) 鈴木祐美子 (保土ヶ谷区) 林　　和代 (泉　区) ★

5 7:56 ◎ 塩谷　仁美 (青葉区) 大畠　恵子 (都筑区) 鈴木早愉里 (南　区) 谷口千栄子 (緑　区) ★ 5 7:56 ◎ 小林　由美 (磯子区) 三ツ井京子 (青葉区) 小野　敬子 (磯子区) 常松　祥子 (青葉区) ★

6 8:03 ◎ 平山　俊夫 (港北区) 池上　孝治 (戸塚区) 生　　和男 (南　区) ★ 6 8:03 ◎ 保竹　純一 (磯子区) 小栗　健嗣 (南　区) 小林　孔一 (神奈川区) ★

7 8:10 ◎ 飯島　雄介 (神奈川区) 徐　　裕貴 (中　区) 村上　幸次 (港南区) 青山　賢一 (戸塚区) ★ 7 8:10 ◎ 齋藤　　剛 (都筑区) 紙透　孝文 (南　区) 丸山　辰治 (鶴見区) 勝俣　徳士 (保土ヶ谷区) ★

8 8:17 ◎ 高山　正二 (青葉区) 竹内　浩典 (瀬谷区) 斉藤　健治 (金沢区) 山本　　充 (中　区) ★ 8 8:17 ◎ 西郷　　巌 (保土ケ谷) 小澤　　稔 (港北区) 中村俊一郎 (緑　区) 伊藤　吉輝 (南　区) ★

9 8:24 ◎ 佐藤　秀樹 (青葉区) 和田　　朗 (戸塚区) 古川　大輔 (青葉区) 髙橋　健司 (南　区) ★ 9 8:24 ◎ 馬場　正徳 (港南区) 中村洋一郎 (緑　区) 齊木　和紀 (泉　区) 石川　重人 (中　区) ★

10 8:31 ◎ 稲妻　政憲 (南　区) 氏家　勝美 (港南区) 松元　正秀 (金沢区) 松原　伸夫 (磯子区) ★ 10 8:31 ◎ 佐々木敏行 (保土ヶ谷区) 赤倉　勇人 (港北区) 小林　兼久 (西　区) 谷口　　徹 (緑　区) ★

11 8:38 ◎ 中村由一郎 (瀬谷区) 石井　孝一 (瀬谷区) 小澤　広之 (旭　区) 小野　悦央 (中　区) ★ 11 8:38 ◎ 髙田　　剛 (緑　区) 松本　雄希 (緑　区) 久保田良昭 (保土ヶ谷区) 葛籠貫　博 (旭　区) ★

12 8:45 ◎ 橋本　訓志 (港北区) 宗像　幸治 (南　区) 黒崎　雅浩 (南　区) 柴田　雄二 (港南区) ★ 12 8:45 ◎ 長嶋　龍平 (南　区) 望月盛二郎 (港北区) 萩原　則之 (緑　区) 中山　一平 (旭　区) ★

13 8:52 ◎ 髙橋　眞二 (緑　区) 籠手田安朗 (港北区) 斉藤　重一 (泉　区) 中川洋一郎 (緑　区) ★ 13 8:52 ◎ 久保寺　実 (神奈川区) 土志田誠治 (青葉区) 滝本　幹人 (保土ヶ谷区) 吉田　孝一 (港南区) ★

14 8:59 ◎ 風間　智行 (泉　区) 橋本　光雄 (金沢区) 務台　英雄 (保土ヶ谷区) 二ツ森義一 (青葉区) ★ 14 8:59 ◎ 村井　高志 (神奈川区) 鈴木　丈二 (戸塚区) 小川　　功 (保土ヶ谷区) 嶺井　克也 (港北区) ★

15 9:06 ◎ 福田　幸雄 (南　区) 岩田　和広 (保土ヶ谷区) 晝間　秀計 (鶴見区) 末吉　　淳 (旭　区) ★ 15 9:06 ◎ 山中　　智 (港北区) 大西慶一郎 (港北区) 杉崎　勝廣 (鶴見区) 今里　隆哉 (神奈川区) ★

16 9:13 ◎ 山田　真吾 (神奈川区) 原　　克宣 (港南区) 吉田康次郎 (神奈川区) 石塚　勝久 (金沢区) ★

  各組先頭の◎印選手は、その組の統括責任者です。

　　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。

　　※電磁誘導乗用カート使用によるセルフプレーです。

　　参加費(3,000円)は、当日受付にて徴収します。 　受　付　担　当　　　　前半： 谷口千栄子 ・ 小野　敬子

　　※プレー代( 22,000円 )、飲食代は、当日精算してください。 後半： 原　　克宣 ・ 大西慶一郎

　スコア集計担当　 女子： 宇留島麻知子 ・ 板垣　貴子

　　   　　　　 男子： 徐　　裕貴 ・ 保竹　純一

　受付前半担当委員は 6:30 に集合してください。(後半担当委員は7：30までに集合）

※研修会参加規定細則に従い、最終回競技会は成績順の組み合わせとなります。

　　※各組の★印又は3人目の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。

　※第3回(湘南CC)の当日欠場者は、第4回の参加が出来ません。

2022年度　横浜市研修会　第4回
  2022年12月6日(火)

  横浜カントリークラブ・東コース

（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｡



2022 年度 横浜市研修会 第 4 回 

≪特別ローカルルール≫ 

 

 

12月6日(火) 

 横浜カントリークラブ・東コース 

 

 

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異常なコース状態(大会競技規則「ローカルルール 2(a) 」) 

修理地は青杭を立て、ロープおよび白線をもってその限界を標示する。ロープは動かせない障害物と

する。 

②コース内の修理地は、全てプレー禁止とする。規則16.1ｆを適用しなければならない。 

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横浜カントリークラブのドレスコードを遵守すること。 

クラブ入場時は必ず「上着を着用」し、ハウス内は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。 

 

※練習場(6時 30分オープン)でのスタート前の練習は 1人１プレート(24球)を限度とし、使

用クラブはウエッジ(100Ｙd以内)のみとします(ボール代は無料)  

使用打席に制限がありますのでご注意ください。  

 利用時間は 8時 30分までとなります。 

※アプローチ練習場、バンカー練習場は使用禁止です。 

※プレー終了後、ミーティングまでの間、パッティング練習ができます。 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

男子 368 140 490 358 330 162 535 324 394 3,101

女子 349 135 471 320 293 145 491 299 351 2,854

4 3 5 4 4 3 5 4 4 36

ＨＯＬＥＳ

ＰＡＲ

ＹＡＲＤＳ

ＳＣＯＲＥ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 ＩＮ TOTAL

354 487 140 388 352 193 566 439 492 3,411 6,512

317 458 124 350 325 156 511 332 447 3,020 5,874

4 5 3 4 4 3 5 4 5 37 73

 

 

【その他注意事項】 

② 競技の条件またはローカルルールに追加、変更のあるときはスタートに掲示して告示する。 

②朝の受け付け時､スタート時刻と氏名を告げ参加費3,000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(※競技終了後にミーティングを行います) 

③組み合わせ作成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｡ 

12月5日（月）までは電話 680-5621市協会事務局へ連絡。 

当日は横浜CC045-351-1001に電話して研修会委員に直接伝えること｡ 

④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。 

 ※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。 

研修会委員長 

 

【ヤーデージ】 

男子・女子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                    

「市長杯争奪区対抗ゴルフ競技」選手選抜について 

年度初めの恒例競技となりました「2023市長杯争奪区対抗ゴルフ競技」を3月 13日(月) 
磯子カンツリークラブ(セルフプレー)で開催いたします。 

開催にあたり各区の選手選抜の担当責任者を、主に研修会登録者の中から指名させていただ

きますので何とぞお引き受けいただきますようお願い申し上げます。 

なお、担当責任者には選手選抜に関する参考資料を後日、送付いたします。 

1区より代表 7名(一般3名・女子 2名・55歳以上 2名)の選出をお願いいたします。 

 

横浜市ゴルフ協会 事務局 



 

  

   

 

 

横浜カントリークラブ ドレスコード 

 

＜ご来場ならびにラウンド時の服装＞ 

・ご来場の際には上着（ブレザー、ジャケット）をご着用ください（夏期 6〜9 月を除く） 

ブルゾン、ジャンパー等はご遠慮ください 

また、サンダル・スリッパ類およびゴルフ用シューズでのご来場はお断りします 

・ジーンズ デニム素材を使用したパンツ カーゴパンツ（ポケットのあるもの） ジョガーパン

ツ クロップドパンツ サイクリングパンツの他、7 分丈パンツやスウェット・ジャージ素材

を含むトレーニングウェアーの着用はお断りします 

・極彩色（ショッキングカラー・蛍光色） カラーモノクロを問わず迷彩柄 派手なプリントデ

ザイン 大きなロゴ 文字 数字や柄が入ったウェアの着用はお断りします 

・襟付きスポーツシャツをご着用ください 

ハイネックシャツご着用の際は 襟部分が４ｃｍ以上ある物をご着用ください 

また、シャツの裾はスラックスやスカートの中に必ず入れてください 

・シューズはソフトスパイクシューズをご着用ください（メタルスパイクは不可） 

・夏期 5〜9 月を除き ショートパンツの着用はお断りいたします 

・ショートパンツ バミューダご着用の際 素足に見えるショートソックスの着用はお断りしま

す（ご着用なき場合はプロショップにてお買い求めいただきます） 

・女性のプレーヤーについては ホットパンツ スパッツ・レギンスの着用をお断りします 

また襟が付いていないノースリーブシャツもお断りします 

クラブが適切でないと判断したウェアについては着替えていただくことがあります 

 

＜ラウンド後の服装＞ 

・素足はご遠慮ください 

・クラブダイニングご利用の際はレインウェア、ジャンパーの着用をお断りします 

・帽子は脱帽し、帽子掛けをご使用ください 

・シャワー、風呂をお使いになられた後、ダイニングを利用される際には、上着（ブレザー・ 

 ジャケット）をご持参、ご着用ください（夏期 6〜9 月を除く） 

 

ドレスコードはゲスト・ヴィジターにも適用されますので、紹介会員の方は責任を持って来場

ゲスト・ヴィジターに周知してください。 

服装について相応しくないとクラブが判断したときは、従業員から声掛けさせていただくこと

もあります。クラブルールの尊重と尊守にご協力をお願いします。 

 

2022 年 4 月改訂 


