
期日 令和４年８月２９日（月）

場所 日高カントリークラブ

TEL 042-989-1311

（東コーススタート）　

組 時間 氏　名 所　属 HC 氏 名 所 属 HC  氏 名 所 属 HC 氏 名 所 属 HC

1 7:39 狩野　智子 日本 13 坂江有美子 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸﾅｼｮﾅﾙ 19 山下  広子 鳩山 20

2 7:46 千島　綾子 彩の森 13 芝田真紀子 飯能 19 関家明日香 川越 21

3 7:53 古野千恵子 飯能 14 佐野智恵子 鳩山 19 新井　友子 日本 21 宮本 みさき 日高 30

4 8;00 岩﨑真由美 彩の森 15 菊地　倫子 入間 19 伊藤　明子 川越 21 斉藤富美子 彩の森 29

5 8:07 田倉真由美 さいたま梨花 15 関根  京子 入間 19 島津佐和子 日本 22 平良むつみ 玉川 29

6 8:14 中村　誠之 鳩山 6 岡地　栄 東松山 14 山梨　泰弘 彩の森 14

7 8:21 岡部　雄二 日高 7 神前  健 石坂 14 小嶋　光男 東松山 15 那波　敏雄 彩の森 22

8 8:28 金丸　保 ザナショナル 8 佛本 達信 平成俱楽部鉢形城 14 杉浦　宏 JGAプレミアム会員埼玉 15 吉岡　昭正 彩の森 22

9 8:35 赤藤　修司 埼玉県ゴルフ協会 8 浜田　徹 埼玉県ゴルフ協会 13 髙桑　孝智 埼玉県ゴルフ協会 15 鈴木　昇 JGAプレミアム会員埼玉 21

10 8:42 田中　廣頼 日高 8 堀口　直樹 ｵﾘﾑﾋﾟｯｸﾅｼｮﾅﾙ 13 柳澤　稔 日高 15 内川　鉄男 埼玉県ゴルフ協会 20

11 8:49 林　善彦 おおむらさき 8 増原　久幸 川越グリーンクロス 13 狩野　宏典 日本 16 斉藤　隆夫 東松山 20

12 8:56 松澤  寛 鳩山 8 福田　信夫 彩の森 12 貫井　憲昭 鳩山 16 榊原　祥光 東松山 20

13 9:03 谷島  稔 日高 8 松本　一男 東松山 12 一橋　秀幸 埼玉県ゴルフ協会 16 峯 　信雄 リバーサイドフェニックス 20

（西コーススタート）　

組 時間 氏　名 所　属 HC 氏 名 所 属 HC  氏 名 所 属 HC 氏 名 所 属 HC

1 7:39 中井  惠理 寄居 15 梅木  和泉 石坂 18 青柳  宣子 武蔵 24

2 7:46 柴田　章江 浦和 16 加藤由美子 日本 18 齋藤　由佳 石坂 24 吉田  恵美 彩の森 28

3 7:53 荒木まき子 狭山 17 合田  和枝 越生 18 今平  正美 日高 24 渋谷  和枝 飯能 27

4 8;00 川合  明子 武蔵 17 丹羽美奈子 日本 18 中野めぐみ 日高 25 木村  素子 日高 26

5 8:07 山口　哲央 寄居 9 伊藤日出美 鴻巣 12 吉田　清志 埼玉県ゴルフ協会 16

6 8:14 山中　幹之 埼玉県ゴルフ協会 9 榎本　愼一 寄居 12 大室　正行 埼玉県ゴルフ協会 16

7 8:21 伊藤　隆二 日高 10 斎藤　順彦 埼玉県ゴルフ協会 12 池  伸顕 ノーザン錦ケ原 17 己斐　秀樹 埼玉県ゴルフ協会 19

8 8:28 伊藤　明 彩の森 10 鈴木　則仁 石坂 12 小室  清 JGAプレミアム会員埼玉 17 西村　剛 平成俱楽部鉢形城 19

9 8:35 針ヶ谷真朝 東松山 10 寺坂　周泰 彩の森 12 原　雅之 オリンピックナショナル 17 宮下　誠 大宮国際 19

10 8:42 宮原  優 東松山 10 長江　賢治 ノーザン錦ケ原 12 光田　達之 東松山 17 木村　正成 高根 18

11 8:49 粕谷　晃 寄居 11 西原  明 埼玉県ゴルフ協会 11 田中　清司 JGAプレミアム会員埼玉 17 合田　昌弘 越生 18

12 8:56 熊野　裕一 オリンピックナショナル 11 野村　一徳 鴻巣 11 本田　善樹 高根 17 服部　昌利 ノーザン錦ケ原 18

13 9:03 佐藤　元重 高坂 11 広木　伸一 埼玉県ゴルフ協会 11 鈴木　弘亮 寄居 18 島袋　良和 JGAプレミアム会員埼玉 18

◎ ハンディキャップは８月１日更新のＪＧＡ／ＵＳＧＡハンディキャップインデックスをプレーするティーイングエリアの

スロープレーティングにもとづいて換算したプレーイングハンディキャップ（整数）です。

◎ 競技当日、ハンディキャップインデックス証明書の提出は不要です。

＊１８ホールストロークプレー

＊参加者総数９８名　　・男子６５名　・女子３３名　

＊決勝競技の出場資格人数　未確定の為、決まり次第ホームページに発表する。

　タイが生じた場合は、「マッチングスコアカード方式」により通過者、入賞者を決定する。

＊決勝競技出場資格をを得た選手は、「決勝競技参加申込書」を９月３０日までに手続きする事

＊競技終了後、表彰式及びパーティーは、時節柄行いません。尚、入賞者の賞品は後日お届けします。

＊携帯電話はコース内に持ち込まない事

＊指定練習日は、８月１７・１９・２５日とする。予約は、直接クラブに申込む事

＊無断欠席は来年度の本競技の出場を停止する

令和４年度埼玉県アンダーハンディキャップ選手権
兼関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権埼玉ブロック予選

組合せ及びスタート時間表（男子・女子）


