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平成2 2年度大会､競技会日程

｢藤沢市ゴルフ協会主催｣

平成22年8月23日(月)

第21回藤沢市民ゴルフ大会
(参加資格)協会員､市民､市内在勤者

平成22年12月6日(月)
' 10藤沢市アマチュアコ◆ルフ選手権大会

(参加資格)協会員

｢優勝者は､県アマ準決勝にシード｣

平成23年3月16日(火)

第21回協会長新ペリア競技会

(参加資格)協会員

以1､金額　賞勧′Iグー脚

平成22年7月3日(土)

ゴルフスクール

藤沢ゾヤンホ●コ◆ルフ練習場

【協会員の皆様は､奮って御参加ください｡ ]

｢その他｣

8月2日湘南地区ゴルフ大会　レイクウッド∝
｢特典｣県アマ決勝シード　男子1-3位､女子1,2位

県アマ準決勝シード　男子4-12位女子3-6位

9月13日県知事杯争奪市町対抗
ゴルフ競技(旧県総体)芙蓉cc

9月13日～15日スポーツマスタース◆　　三重

9月21日～23日国体ゴルフ競技　千葉

1月22日スポーツ人の集い　　　市民会館

｢藤沢市ゴルフ協会研修会｣

①22年7月16日(金)湘南cc

②　　8月2日(月)レイクウッド∝

③　10月　日( )箱根cc

④　11月15日(月)芙蓉cc

⑤ 23年2月中旬　　　平塚富士見or
レイクウッドGC

平成21年度｢事業報告｣

藤沢市ゴルフ協会理事長　吉田　漬

2 1年度の藤沢市ゴルフ協会は､昨年の4月より今年3

月の決算嘩事会まで.下旨己事業報告に記載しました通り､

多くの事業を行って参りましたo協会会員の皆様には､各

競技大会及び各事業/V)ご参加ご協力を賜りました事､感

謝とともに御礼申し上げます｡

協会では､今後会員はもとより多くの方々-タイムリー

な情報を発信する為､ホームページの充実を計って行く所

存でございます｡

また､ 2 2年度は協会設立2 0周年を迎え2 0周年記念

事業を1 0月頃に開催いたしたいと考えております｡

本年も会員の皆々様に､より良き協会となりますよう

佐々木会長と共に理事一丸となってより一層､協会の運営

に努力を致したいと考えております｡

皆々様にご支援ご協力をお願い申し上げて､活動報告と

いたします｡

2 1年4月～22年3月　[広韓委員会を4醐閣

5-19　理事会　　　　　5-22　市民ゴ/レフ後援依頼

6-25　市広報誌掲載　　7- 4ゴ′レフスクーづレ

717　研修会　　　　　7-28　制動やル7抽選会

7-31葉書発送　　　　813　汗晴地区ゴ/レフ大会

8-24　市民ゴ/レフ大会　9103　研陵会

8-27　児総体ゴ/レフ競技10-訓　理事会

10-28　研修会　　　　1卜16　研修会

12-14　アサユガルフ選事権大会

1-1泊　種目別協会長会　21沿　理事会

2-20　スポーツ人の集い　2-17　研修会

3-16　新ペリア競技会　3-23　理事会

藤沢市ゴルフ協会
顧　問　山岸　弘

会　長　佐々木.煤

副会長　熊沢　昇

中野　弘治(県コ寸ルフ協会担当)

理事長　吉田　　清

副理事長　窪島大千緒　三堀　秀樹　山田　秀幸

理　事　荒井　抹恵　魚津脚β　大沢寿美彦

小薄　幸善　果原　義夫

小泉　徹　近鰍β　石川　康雄

松長　春幸　服部　全助　平野　津一

本田美佐子　村上　健

会　　計　桜庭美佐子

監　事　増倉　守明　豊島　亜彦

事務局長　山田　秀幸

事務局　フジサワ名店ビル内　久保　孝範

藤沢市ゴルフ協会理事会開催予定日

平成22年6月　8　日(火)､10月19日(火)

平成23年2月1日(火)､3月29日(火)
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先行　藤沢市ゴルフ協会　会長　佐々木　保　編集人　豊島　亜産
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女子
1山本　節子　4341 84

2鳩山　静子　414384

3河西　穴子id i岩高畠　ますo当日は朝のうちは冷え込みましたが風もなく冬のゴルフとしてはまず
4中津　節子　4641 87　まずのスタートができました｡

5上野ヨシ子　44 43 87　　スタート時点では緊張と寒さで体が動かなかった選手もいましたが､徐々

…≡--I …≡ …圭:I -: -Lt::_:∴ここ:て∴-?_I::_::-:∴■二一
9本田美佐子　44 44 88　の中で日頃の練習の努力が実った結果､三堀秀樹さん･山本節子さんが見事
10井上　春美　43 45 88　に優勝されました｡また､藤沢市の協会員の皆様が競技ゴルフに対して熱心

男子康勝　三堀　秀樹

この度は､ 1 2月の競技会に優勝させ

ていただき､ありがとうございました｡

また､競技会の開催にあたり藤沢市ゴ
ルフ協会と芙蓉カントリークラブ関係

者の方々にはお世話になりましたo

さて､今回の優勝できたのは､ここ

何年か不調でしたパターが復括したの

が勝因だと思います｡よく言われます

がゴルフプレイの半数がパターで､ス

コア-をまとめるのはパターの練習量

を多くしてパター数を少なくする事だ

と思いコツコツと練習したのがたまた

ま偶然にも当日はよく入りましてピッ

クリでした｡

今後も､コツコツとパター練習をし

てがんばります｡ドライバー･イズ･シ

ョー　パットイズ･マネー､誰が(プロ

ゴルファー)言ったのかは知りません

が､名言を信じてこれからのゴルフを

がんばります｡

女子優勝　山本　節子

苦手な芙蓉カントリーで
のこの大会に優晩それもマ

ッチングスコア方式で得た

だけに､私にとって価値のあ

るとても嬉しいこととなり

ました,競技は｢上がり3ホ
ールが大事｣と言われるよう

に､後半のJL身共に疲れてい

くホールでいかに集中でき

るかが鍵となります｡この日

は10番スタートでしたから､

元気なうちに18番までラウ
ンド出来た幸運も見方にな

りました｡ 18ホールを途切れ

ることなく繋げる体力と精

神力をつけることが今後の
私の課題です1これからも1

打1打を大切に､ 『欲ぼらな

い』ゴルフを重ねていきたい

です｡

であり多くの競技に参加しプレー

ファーストを実行して今後ますま

すのご活躍を期待しています｡

芙蓉カントリー倶楽部の皆様に
は協会の各大会には早朝より尽力

を頂きまして有難うございます｡

今後ともご協力よろしくお願い

申し上げます｡ (理事)

伊藤誠道選手

第94回日本r7チ17コ◆ルフ選手権

0ゼ1/7/8-12)福岡若松コ寸/V7倶楽部

準優勝

第15回日本ゾ1ココ●ルフ選手権

(氾1/8/20-21)埼玉轟ヶ関cc

準優勝
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平成21年7月4日(土)午後6時30分よ

り藤沢ジャンボゴルフにて､協会員及び
その家族･ジュニア対象のゴルフスクー
ルが開催されました｡ジャンボゴルフの

男子プロ2名に講師を依頼して､また藤
沢市ゴルフ協会の研修会メンバーにアシ
スタントのご協力をいただき､ 1時間3

0分の限られた時間ですが参加者一人一

人に熱心な指導をしていただきました｡
なお､参加者は指導を受ける前後､打ち
放題の練習ボールで､自分のスイングの
チェックをしていました｡

藤沢市ゴルフ協会はゴルフの技術向上
と生涯スポーツとして､また､ジュニア

の育成に努めながらよりゴルフを楽しく

プレーのできるよう努めてまいります｡

会員の皆様もこのゴルフスクールを是非
ご活用ください｡参加をお待ちしており

ます｡

講師の村上責プロと

大川浩二プロ

第25回スポーツ人の集い

優秀選手　伊藤誠道さん

平成22年2月

20日(土)第2

5回｢スポーツ人

の集い｣が藤沢市

民会館小ホールで

行われました｡

伊藤選手の第9

4回日本アマチュ

アゴ/レフ選手権準優勝･第1 5回日本ジュニアゴ

ルフ選手権準優勝という今年度の素晴らしい成績

が受賞に至りました｡

昨年の彼は敢闘選手賞でしたが､今年は更に向

上しての優秀選手賞を受賞し､彼の飛躍を感じま

す｡

第1部は藤沢市の企業､団体､個人の各種目競

技で優秀な成績を収めたチーム･選手が表彰され

記念撮影が行われました｡

第2部は北京パラリンピック

金メダリストの石井雅史氏の｢

障がいを乗り越えて｣と題して

の講演が行われました｡幾多の

苦境を乗り越えての金メダル獲

得までの話はスポーツアスリー

トとしてあらためて､目標･自

信･感謝･勇気を思い起こさせ

てくれる良い講演でした｡

第3部はレセプションホ-ソレ

での表彰選手､各種目選手､各

協会関係者との交流､親睦を深

める場が設けられ､盛大に賑や

かに終えました｡

左　開校式　右上及び右下　レッスン

を受けるジュニアと参加者
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｢藤沢市ゴルフ協会創立20周年Jについて

藤沢市ゴルフ協会　　　第3代会長　佐々木　保

藤沢市ゴルフ協会は､ 19SO年(平成2年)に(故)久併畝雄会長､ (班)山田克蒙哩事長をリ

ーダーとして､スタートしました｡

2W年(平成12年) 5月29日闇紗適業センターに於いて10周榔己念漸寅として

講師に金井清一プロを招き､開催されました

爾後､ 10年が経過し､この間社会の勢亮も大きく変化㌻ると共に､ゴルファーのゴルフに対する

意識も少しずつ変わって参りました｡

そんな中にあって､当ゴルフ協会は日新頓酎ヒを見据えつつ､協会員の皆様を始め､地元喝係企業

団体の方々iヨ乙えられて､順調に推移して参りました

本年度は20周年の節目を迎え､何かむに残る記念事業を開催致しますので､ご支援､

ご協力を楓､申し上げます｡

創え2 0掲キ放念号音

日　時　平成22年10月15日(金)

会　場　グランドホテル湘南

式　典　午後6時

基調講演　ゴルフ解説者

岩田　禎夫氏

岩田　禎夫　プロフィール　1933年生まれ　湘南高校　上智大学辛

報知新聞記者を経てフリーになる｡ TB Sゴルフ解説者､マスターズはVTR放

送時代の1972年､衛星中継は1976年から解説｡米国ゴ/レフ記者協会会員､ PGAツア
ー､ UsGA､ LPGA各メディア･メンバー､ 2006年､各国のメディアから｢生き字引｣

と尊敬され､国籍を超えた活躍が評価され帝王ジャック･ニクラスが中心になって

選考するメモリアル･ゴルフジャーナリズム賞にアジアで初めて選ばれた｡また､

岩田さんは大会の歴史や過去の名勝負を独特のソフトな語り口で紹介し､マスター
ズ人気を定着させた｡今でも大会1週間前から断酒し､全出場選手のスコアを大学

ノートに克明に記録〕その情熱は変わらない｡ ｢日本では寝不足をこらえて熱心な
フアンが見てくれている｡そう思えば苦になりませんよ｣ ｡

世界ゴルフ殿堂選考投票委員｡
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男子(上位5位)　　　　　女子(上位5位)

任湘南03(09/7/17)男子21名　女子23名

l高槻　啓太363975 1河西　六子434386

2村松　昇ニ403979　2谷　早苗454287

3金子　益霊413980　3森　澄子46449)

4村上　健41 3980　4園頒桂子46449)

5平野　洋一40 4080　5菅原由美子43 48 91

軌イ竹ット● GC(09/8/3)男子22名女子15名

1村上　健393675 1山本　肺子414182

2河蕩1書和38 37 75　2本田美佐子38 46 84

3平野　洋一393776　3森　澄子424385

4金子　益暮383876　4川谷

平成21年度研修競技会は①湘南cc ②レイクウッドGC

③箱根cc ④芙蓉cc ⑤平塚富士見ccの5回開催さ

れました｡

美子404585　左から高槻､河西､村上､山本､金子､平林､川村各選手

5中原　庵383876　5谷　早苗464086

③梅恨∝(09/10/28)男子20名女子21名

1金子　益章393877 1平林　春芳424385

2Wi　　8374178　2#上　#404585

3中原　庵394079　3山本　節子434588

4沼倉　恵三3841 79　4,1水　陽子464389

5高橋　嫌司42 3880　5本田莫隆子43 46 89

④葵蓉∝(09/ll/16)男子18名女子19名

1金子　益奮353772 1山本　節子3842∝I

2村上　健353772　2谷　早苗424082

3高槻　天歩373774　3浦水　防子424284

4河姓　博和38 37 75　4本田美佐子404484

5三堀　秀樹37 38 75　5水之江耕47 41 88

⑤平塚富士見cc(10/2/17)男子14名女子19名

1金子　益輩383977 1川村かおり4541 86

2高槻　啓太41 4081 2山本　節子41 4687

3中原　庵384482　3河西　穴子434992

4沼倉　恵三4441 85　4川谷　美子9)4494

5菊池　拭次424385　5石黒　愛子484694

藤沢市ゴルフ協会研修規技

研修会員　河西　大子

ゴルフを始めて3 8年､ゴルフ場勤務なので仕

事の為と始めたゴルフだったが､やればやるほど

おもしろく成り腕も上がってくるo先輩に勧めら

藤沢市のゴ/レフ協会に入り県アマに出場して

20年あまりたちますが､研修会に入り6年､役

の方々のお陰で､個人ではなかなか行けないゴ

ルフ場で4回プレーをし､その後のパーティ一一で

色々とマナーやソレールを勉強させて頂き､大きな

大会に出ても恥ヂかしくないゴルフが出来て居ま

す､-

お陰さまで､今年の県のミッドシニアで鰍-

ることが出来ましたっ　とても感謝していま+o藤

沢市のゴルフ好きの皆様､ぜひ研修会に入り尚-

腕を上げてゴ/レフを楽しんで頂きたいと思いま

010県研拝金推薦選手] [男子]金子益章､村上健､中原庵､河凄博和､沼倉恵三､

槻啓太､三堀秀樹､高槻天歩､平野洋一　[女子]山本節子､本田美佐子､川村J

り､谷早苗､河西六千､森澄子､清水腸子

成21年度研修会

ト上位10位

男子

鵬収g325知19181 61 41耕健庵働臣駄紅針相似鮮枇相湖潮榊柵将辞軸1　2　3　4　5　6　　ー　　8　9　9

女子

l山本　節子40

2本田美佐子29

3川村かおり28

4谷　早苗26

5河西　穴子24

6森　澄子21

7川谷　美子19

8溝水　防子18

9上野ヨシ子15

0井上　春美12

第6回湘南地区ゴルフ大 スクラッチ競技

男子稲生純也氏女子　山本節子民力斗県アマ訣牌シード

第6回湘南地区ゴルフ大会は､猛暑のレイクウッドゴルフクラブに於いて､平成21年8月3

日(月)男子スクラッチは西コースで､女子スクラッチと親睦は東コースで255名の参加の

もと開催されました｡スクラッチ部門の男子は3位稲生純也､ 7位村上健､ 9位河連博和､女

子は準優勝山本節子､ 5位本田芙佐子､ 6位森澄子会員でした｡

男子は1 -3位､女子は1, 2位が県アマ決勝シード､男子4-12位､女子3-6位が県アマ準決勝シード｡
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韓紹
女子シニアの部優勝　平林春芳選手

女子ミッドシニアの書声価勝　=,可首TLT子選手･

男子｢娘予選,メglJスト伊藤甲一選手女子働･メgリスト上林仲春選手

今年は上記選弔垂のみごとな活掛ミ見られたが､全体的に男女共轍勝での成績が揮わず決勝進出者が少なかったのが
少々残念だっ7㌔以下今年度の上･中位者までの成績でれ

決勝尤績
男子｢般　　　30T伊榔道　51T河連博和　73儲賢一　79T金子益章11Ur倉津真二(ここまで来脚決シード)

女子一般　　　4T上林静香　21T山本節子　21T松尾律子　4Zr国分美枝子　47r河西六子　58T川谷美子

(ここまで来年度準決シトド)

男子･シニア　6T稲生純也50T藤田年男　59T田中勝司　70T金子溢章　70T村上　健　70T山脇乾司　83T伊藤甲-

83T高槻天歩　92T中原庵　92T山田光孝

男子･ Wシニア　6藤田年男　32T成田博　36T新倉静男　57T大和田洋三　57T菅沢多仁夫

男子･G/シニア　2明石豪夫　9T藤田年男　63T茂野末吉

男子･ジュニア　2原田大雅

女子･シニア　1平林春芳　Tr河西六子　22T本田美佐子　22T端山静子　49T川谷美子　61T谷早苗　61T森澄子

71T川村かおり

女子･Wシニア1河西六子3T国分美枝子　7T石黒愛子　gT上野ヨシ子　9T須賀信子1Zr谷早苗12T本田美佐子
25T中滞節子

藤沢市ゴルフ協会参加状況
参加総数128名　(男子94名　女子34名)

男子∵般　予選31名　準決進出49名(シ-ド選手含)　決勝1日目8名(シード選手含む) 2日目5名
シニア　予選25名　シニア決勝進出15名　ミッドシニア13名　グランドシニア4名

女子｢般　予選19名　準お重出12名(シー剛　決勝選出7名(シード選手含む)
シニア13名　ミッドシニアtO名

第60回県総体ゴルフ競技

市民ゴルフ大会での壮行会

｢来年こそ優勝を｣

第駆回県総合休育大会ゴルフ競技　藤沢市監督　吉田　汁

第6 0桓肪ミ総合体育大会ゴルフ競技は､ ､和文2 1年9月1 3E] (刀)レイク

ウッドゴルフクラブレト72)において29 rf]lFT1 4 5選手が参加して開催され

ました｡入会､当日は､代走選手は1-_他人寅を常い､早朝より各選手力強いティ

ーショットでスタートして行きました｡9月半ばとはLiLえ猛韓の中のプレーとな

り､暑さに加えてグリーンの難しさに､大会に参加した選手全員が大変許方を

したようです｡そのようなコンディションの中､優勝は相模断行2珊ストローク､ 2

位大事肺297ストローク, 3イ僻軒256ストかク､上二位入籍を目標と致しておりまし

た我が藤沢市の臓ま､代表選手の健鰍畠しく310ストD-クで総頒10位となり,

大会表彰式終r後,反省会を行し代表選手全員が1名.3打スコア-を締め｢来年こそ優陽を｣と熟1ました｡第6 1回

大会に向け更なる躍進を期待致します.また､個人の部において女子の部本田芙佐ア選手が第6位となり､衷彰されま

した事を報告致します｡代品選手の皆様お疲れ様でした｡協会役員の早朝より遠路の応援､ありがとうございました｡

団体帆或細　(王相模原29)　②大和297　③敵兵298　④厚木3)l　⑤平壌3Xl　⑩藤　沢312

個人戦成績　　　一般16T村上　健76(37 39) 16T金子　益章76(36 40) 45T平野　洋一齢(42 38)

女子　6本田美佐子83(42 41)　シニア15安粛　有隅80(38 42)
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第20回藤沢市民ゴルフ大会

ネットJt位rベスト20J

順位競技音名グロスrtXP NET

l森　伯郎　96　31.6　64.4

2吉田　登　82 17,2　64.8

3高橋　進　82 17.2　糾.8

4小林　兼ニ　81 160　65.0

5小黒　量介　83 17.2　65.8

6遠藤　手候　91 24.4　66.6

7三洋　正拓　79 12.4　666

8大津　行範　糾17.2　668

9竹盛　征夫　75　7.6　67.4

10漬水　防子　81 13.6　67.4

11神崎　隆男　81 13.6　67.4

12高橋　啓　86 18.4　67.6

13高橋由伎杜　97　29.2　67.8

14工藤　庫　85 17.2　67.8

15下村　正美　79 112　67.8

16小久保武雄　9) 22.0　68.0

17伊東　功　84 16.0　680

18安斎　郁男　78 10.0　680

19安臼　康夫　糾16.0　68.0

20鈴木　勝由　89　20.8　68.2

男子グロスJt位rベスト10｣

〃尉立概扶育名　αrr IN TL

平成22年7月1日発行　　Fujl-saws Gblfer's News　　第14号　(5)

1中松　克之

2竹盛　征夫

3沼倉　憲三

4平山　光次

5田中　勝司

6青谷　勝姓

7安西　郁男

8小菅　孝

9佐藤　賢二

10三洋　正拓

39　36　75

38　37　75

36　39　75

38　37　75

39　37　76

38　39　77

40　38　78

39　39　78

39　40　79

38　41　79

女子グロス徽位rベスト5｣

順位規捗を名　qJr IN TL

l漬水　陽子　41 40　81

2名倉タエ子　42　43　85

3山本　節子　40　46　86

4辰沼　和子　42　46　88

5松永　輿穂　43　45　55

市民ゴルフ大会の順位決定方法

/ lンディヰヤップ柵糞方法

隠しホ-ル(乃ト6.ル6=12)の打

敬(各棚lo一十3で打切) ×1,5
-70×0. 8｡払糾コ壊しホール12

の合計61とすると61×1.5-

91, 5170-21.5xO 8-17.2とな

りこれがハンディキャップにな

ります0 70は芙蓉∝のグロス合

計｡同ネットは生年月日による｡

優勝･森伯郎さん　2堂DEZlさん　3位古橋さんベスグロ　男子中松さん女子清水さん

ミ尺市民ゴルフ大食 

総合優勝･森　伯艮
準優勝･吉田　登さん

3位･高橋進さん

男子ベスグロ･中松克之さん

女子ベスグロ･清水陽子さん

[市民ゴルフ大会後記]

藤沢市ゴルフ協会　副理事長　山田　秀幸

藤沢市制馳周年を機会にスタートした市民ゴルフ大会も20回を迎えること

ができました｡毎年暑い中での開催ではありますが159名の藤沢市民､協会会

見の参加をいただき芙蓉カントリー倶楽部で行われました｡当日曇り時々雨で

はありましたが参加をいただいた皆柵こ感謝申し上げますoありがとうござい

ました｡

総合鰍繍白郎様､ベストグE)スは男子中松克之様､女子清水防対策｡

そして､毎年多くの協賛､藤沢市市長賞､藤沢商工会随所会頭X､そして､

表彰式にご参加いただいた藤沢市吉蜘長葺山口幸雄様には重ねて感謝申し上

げます｡

ゴルフをスポーツ振興の一環としてスタートした当大会に2名79歳というご

高齢の方々に参加していただきありがとうございます｡これからも若い方から

ご高齢まで多くの参加をお待ちしておりますのでよろしくお願い申し上げま

す｡

藤沢市ゴルフ協会の競技

会にご協力を戴き有難うご

ざいます｡本年もどうぞよ

ろしくお月乱＼致しますo

ブリジストンスポーツ

アシビシティー

さいか屋藤沢店

相鉄ローゼン湘南台店

二木ゴルフ藤沢店

パシオス(田原屋)

月触乍商店

藤沢小田急

藤沢ジャンボゴルフ

フジサワ名店ビル

芙蓉カントリー倶楽部

レディオ湘南

プライム

(順不同敬榊齢

勝･森　伯郎
体調を崩し､ゴルフから遠ざかっておりましたが､ 1年の療養

で復帰できたのを機に,第1 6回大会から毎牢参加するようにな

りました｡今年の第2 0回大会での優勝は､思いもよらぬ結果と

大変驚いております｡当日のゴルフは､ショットが安定せず､バ
ーディあり､トリプルボギーありの出入りの激しいゴルフでし

た幾度か挫けそうになったこともありましたが､一緒にプレー

した同伴競技仲間の励ましに支えられ､諦めずに最後まで集中し

てプレーしたのが運を呼び込み､優勝に繋がったのではないか

と思っています｡これからも健康のため,ゴルフだけは続けてい

きたいと思っています｡次回も大会に参加し､優勝できるよう頑

張りたいと思います｡最後になりましたが､大会委員の皆様､コ
ーススタッフの皆陳､そして同伴競技者の皆様､ありがとうござ

いました｡

女子ベスグロ　清水陽子

市民ゴルフ大会で女子ペスグロが取れたことは､大変嬉しいで

す｡これからも努力致しまして､次回の市民大会にも良い成勧ミ

収められるようにがんばりたいと思います｡よろしくお願いしま

す｡

優勝　府中　洋さん
ベスグロ

男子　青谷　勝雄さん

女子　本田美佐子さん

府中　洋　　青谷勝杜　　本田美佐子

藤沢市ゴルフ協会

理事　村上　健

第20回新ペリア競技会に多数参力
＼ただきありがとうございました｡又

府中さん､男子･女子ベスグ

壱谷さん､本田さんおめでとうご
＼ました｡

ゴルフは､新ペリア･スクラッチ

年齢別競技といろいろな楽しみ
ミあり､一日同伴者と過ごすことに

り､新しい知人ができたりも致しま1

芙蓉カントリーは決してミスを許

くれないコースで､距離が短いの

ミスした時の心の同様がおさまらなし

うちに次打を打ち､ミスの山を築い

しまったりもします｡ゴルフは結局
いスコアであがることが一番満足のL,

く結果だと思います｡

競技に出られない方も満足のいく
レフをする為にも研修会に参加下
＼
()

第20回新ヾリ7ゴルフ競技会

頃位競技春名W IN TL rtX) NET

l府中　洋　41 44　85 17.2　67.8

2河西　六子　40　42　82 13.6　684

3三洋　正柘　43　39　82 13.6　68,4

4山神　一別　42　39　81 12.4　68.6

5本田美佐子　38　41 79 10.0　69.0

6田畑　広行　38　48　86 16.0　70.0

7輔山　静子　42　44　86 160　70.0

8佐々木　保　42　43　85 148　70.2

9三堀　秀樹　36　43　79　8.8　70.2

10宇佐美　溝　39　40　79　8.8　702

ベストグロス　　aJT IN TL

男　子壱谷　勝蛙　40　38　78

女　子本田美佐子　38　41 79

第20回新へ○T)7競 ��

康　勝　　　府中　　洋

日頃から藤沢市ゴルフ協会役員の皆様には大変お世話にな

っております8年4回の研修会にも参加させて頂いております

が､普段は優勝とは程遠いスコアです｡この大会は新ぺリア競

技会と言う事で､運良く-ンディホールがはまり優勝出来まし

た事を大変嬉しく思っていると同時に新ペリア方式と言う事

で少し気恥ずかしい気持ちでございます｡ゴルフを通じて技術

を勝二事も大切ですが,協会の大会に参加させて頂いて､ルール

やマナーは当然の事ながらそれ以外に学ぶ事も多く､また藤沢

地域の色々な方々と知り合うきっかけとなり毎回楽しく参加

させて頂いておりますっ

そろそろ神奈川アマチュアゴ/レフ選手権が開催されますが､

今年は3年目のチャレンジ､出来れば数年以内に決勝-駒を

進めればとの思いを胸に秘めておりますo初年度はビギナーズ

ラックで予選を通過出来ましたが,日や科ま予選払亀今年はし

っかり予選を通過し準決勝以上を目指したいと思いますも

藤沢市ゴルフ協会会員の皆様の御健勝を心よりお祈りすると

共に､協会の益々の発展を頼っておりますっ　この度は誠にあり

がとうございました

男子ベスグロ　壱谷　勝雄

当日は久しぶりの芙蓉カントリーークラブでのゴルフでした｡又

天気予報も雨の予報でしたがなぜか雨のないj)レフ日和と､同伴

競技者の方々にも恵まれ楽しくプレイすることが出来まLfLス
コアも前半は3オーバーで廻る事が出来､後半もその調子で廻れ

ればと思いプレイに望みましたがOtrr 4番で落とし穴にはまりダ

ブルボギーをたたき前半の3オーバーを一一打オーバーしてしま

い残りホールで取り返す努力をしましたが上がりホールでボギ
ーとし5オーバーとなりベスグロも優勝も遠のいてしまったと

思っておりました｡これまでの競技会では73から77位が大体べ

スグロ寅と思っておりましたので表彰式で私がべスグロ賞と呼

E身したときは驚きました｡ありがとうございました,これをバネ

に今後も練習を重ねて又競技会に参加したいと思っております

ので宜敷くお願い致しますo

女子ベスグロ　本田美佐子
新ぺリア競技とは言え､久々の7 0台を出すことが出来ベスグ

ロ賞を頂けたことはとても嬉しいで九パー5でトリブ′レボギー

をたたいたときはひょっとしてペリアの成鰍こ繋がるのではと

期待しながらのプレイでした,

良いスコア-が出る時は運も味方するときで九最初の4mの
パーパットが自分が読んだラインと少し外れ､際どいライン上に

あったマーカーにかすかに当たりカップインしたことに始まり､
バンカーに入りそうで入らずうまく寄せてパーが取れたりと言

った具合でした)

オーストラリアでプレイしていた時､友達が良く　rlt's rd

my dau｣と口にしていました｡ ｢今日は私の日じゃ無いわ｣と｡

うまくいく時､がんばってもうまくいかない時､大げさながら人

生と同じだなあと感じていま+o競技関係者の皆様､芙蓉カント

リーの皆様､同伴競技者の方々､あV)がとうございました〕


