
第３６回市町村対抗選手権決勝（年齢無制限） 開催日： 2022年09月05日 (月)
開催地： 霞ヶ関カンツリー倶楽部（東） 

OUTコーススタート組　 INコーススタート組　 電 　話： 049(231）2181

組 時刻 氏　名 所属 組 時刻 氏　名 所属 組 時刻 氏　名 所属 組 時刻 氏　名 所属

1 8:12 小林　徳弘 さいたま市欅 9 9:08 加藤　　豊 日高市 1 8:12 湯澤　隆宣 さいたま市欅 9 9:08 鹿山喜久治 日高市

二俣　和史 伊奈町 岩渕　智宏 さいたま市希望 新村　義幸 伊奈町 小野　貴弘 さいたま市希望

飯塚　秀明 深谷市岡部 瀬良垣　淳 鳩山町 大嶋　浩二 深谷市岡部 姫野　　然 鳩山町

増田　　実 飯能市 渡邊　　源 朝霞市 岩下　正裕 飯能市 藤本　毅志 朝霞市

2 8:19 河野　幸久 さいたま市欅 10 9:15 前田　　男 所沢市 2 8:19 細倉　伸一 さいたま市欅 10 9:15 黒田　洋介 所沢市

戸井田　智 伊奈町 青木　克益 さいたま市絆 原島　政幸 伊奈町 渋井　友紀 さいたま市絆

照山　直樹 深谷市岡部 中島　正春 戸田市 坂野　浩二 深谷市岡部 武田　一博 戸田市

舘浦　　圭 春日部市 平田　仁史 本庄市 白井　貴之 春日部市 村山　正道 本庄市

3 8:26 柿本　英一 羽生市 11 9:22 岩下　泰佳 所沢市 3 8:26 稲波　勇茂 羽生市 11 9:22 佐藤　　力 所沢市

青木　祥禎 川口市 鈴木　雅則 さいたま市絆 高橋　和人 川口市 朝妻　正人 さいたま市絆

金久保昭人 寄居町 西村　嘉晃 戸田市 大澤　俊之 寄居町 永井　正行 戸田市

五十嵐　彰 嵐山町 今泉　英一 本庄市 瀬山　秀彦 嵐山町 竹田　十蔵 本庄市

4 8:33 藤倉　雅士 羽生市 12 9:29 宮本　　清 東松山市 4 8:33 仲田　和也 羽生市 12 9:29 斉藤　友直 東松山市

関　　裕通 川口市 時田　芳人 熊谷市 山崎　　勉 川口市 内野　隆芳 熊谷市

内藤　悦弘 寄居町 小林　昌信 小川町 小久保　勝 寄居町 小島　健二 小川町

宮崎　和久 鴻巣市 間中　一則 幸手市 芝崎　良平 鴻巣市 前田　直久 幸手市

5 8:40 紫藤　恵夫 飯能市 13 9:36 小澤　富男 東松山市 5 8:40 小川　智史 飯能市 13 9:36 木村健太郎 東松山市

小川　文平 春日部市 大野　裕史 熊谷市 田口　義明 春日部市 松本　浩二 熊谷市

中嶋　茂明 嵐山町 岡田　豊典 小川町 高橋　範行 嵐山町 大野　祐明 小川町

大関　　淳 鴻巣市 池村　雄二 幸手市 遠藤　　光 鴻巣市 塚越　博仁 幸手市

6 8:47 辻　　啓一 川越市 14 9:43 和田雄三郎 熊谷市江南 6 8:47 高橋　　薫 川越市 14 9:43 野部　亨司 熊谷市江南

寺辻　真生 深谷市 小川覚太郎 吉見町 関根　幸一 深谷市 倉盛　靖浩 吉見町

佐口　昭雄 熊谷市妻沼 安類　健太 久喜市菖蒲 松本　　修 熊谷市妻沼 中村　武士 久喜市菖蒲

髙畑　　弘 上尾市 菊池　竜文 越谷市 島村　典泰 上尾市 神田　陽介 越谷市

7 8:54 松平　光徳 川越市 15 9:50 友野　健次 熊谷市江南 5 8:54 坂口　　融 川越市 15 9:50 内野　直康 吉見町

西野　伸幸 深谷市 村田　栄文 吉見町 野口　春正 深谷市 荻野　　徹 久喜市菖蒲

舘野　智行 熊谷市妻沼 江浦　　忠 久喜市菖蒲 新井　竜也 熊谷市妻沼 海老澤　徹 越谷市

古沢　俊明 上尾市 高山　知晃 越谷市 栄森　孝之 上尾市

8 9:01 平　　達夫 日高市 6 9:01 宮下　正之 日高市

上中　啓史 さいたま市希望 仁部　武士 さいたま市希望

鈴関　純樹 鳩山町 児玉　博昭 鳩山町

市井　好二 朝霞市 空　　靖貴 朝霞市

埼玉県ゴルフ協会
埼玉県教育委員会

※  フロント・練習場受付開始７時１５分 事務局受付は各市町村単位

※ 競技委員会開始７時１５分～２階特別室

※ カード提出は両コースともクラブハウス １階ホールでエリア方式です。

※ スタート時刻の１０分前には、必ずティーイングエリアの周辺に待機すること。

※ プレー中の歩行は迅速にし、前の組との間隔を開けないようにすること。

※ 携帯電話のクラブハウス及びコース内での使用を厳禁とする。

※ HPにてドレスコードを確認の上、遵守すること。

※ 組合せは、当日変更する場合があります。 競技委員長 前田修一郎 2022/8/29
埼玉県ゴルフ協会


