
  

 

 

 

 

  

  

 

２０１９年度・定期総会（第１７回） 

４月１７日（水）午後１時から豊田グランド会議室において出席者32名・委任状51名の 83名により総会成立。傘寿祝いが

中山次さんと遠藤勇征さんに贈られ、続いて年間表彰が発表された後。平成３０年度事業報告、収支決算報告及び監査報

告、新年度事業計画案、予算案、新年度役員候補案（布施信一会長、塩谷篤総務部長、野崎孝二事業部長、三橋壮史行

事部長、鈴木丈司会計部長等）が報告され。これに対して活発な意見が出されましたが、最終的に承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 （交流会等の参加申し込みは地区責任者まで） 

5月14日 (火) 傘入れ講習会 港南台グランド 6月  2日 (日) 第9回三県交流会 

5月15日 (水) 青葉区交流会 予備日6/5 6月13日 (木) 公認指導員養成講座 

5月19日 (日) 県・第１回個人選手権大会兼全日本大会選考会 6月16日 (日) 第2回個人会員大会 予備日6/23 

5月22日 (水) 月例競技会 豊田グランド 6月17日 (月) 傘入れ研修会 いの山東公園 

5月23日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 6月21日 (金) 月例競技会 いの山東公園 

5月24日 (金) 市・夏季競技大会 神明台スポーツ広場 6月25日 (火) 第3回庄戸TBG親善交流会 

5月 29~30日  遠征研修会・金川森TBG/宝の山TBG 6月27日 (木) 定例役員会 埋蔵文化財センター2時 

２０１９年度５月　月例競技会ハンデ表　 　栄区ＴＢＧ協会事業部

笠間 ハンデ 豊田 ハンデ 港南 ハンデ さかえ ハンデ 上之 ハンデ いの山 ハンデ

乾　昭夫 23 雨宮利次 21 荒瀬　公 32 石川芳次 19 青木　聳 28 今中秀二 28
遠藤勇征 35 岩本澄美 40 一柳信也 22 近藤正純 21 阿久津圭一 21 重田　衝 0
古関　弘 27 小野厚義 23 加藤壽夫 24 佐藤信夫 32 伊勢本幸雄 12 高橋貞夫 20
小山英希 0 春日悦雄 23 塩谷　篤 32 野崎孝二 26 岩崎　勲 38 布施信一 21
塩谷　厚 0 川瀬幸彦 21 園田秀二郎 0 平越　浄 40 加藤賀洋 0 遠井昇 25
西村勝助 0 倉沢　孝 24 野村哲博 26 宮川至弘 26 近藤新二 14 高橋幸子 34
平澤　孝 36 越地重雄 33 羽多野輝雄 35 横田　弘 20 宍戸秀基 18 長瀬洋子 0
松嶋四郎 26 後藤　誠 20 福永嘉春 17 山崎陸生 23 中山　次 24 永谷美佐子 40
水川　淳三 32 信太一彦 30 藤高　宏 24 恒松米子 40 本間正晴 28 遠井栄子 40

若林　孝 16 鈴木丈司 26 森田正之 28 新美アイ子 0 川喜多成子 28

岩崎恒信 0 高橋　勲 33 小泉茂實 24 近藤早苗 27
妻鹿嘉兵 0 塚本邦治 33 田中武彦 38 宍戸佳子 27
前田壽男 0 福原信博 16 別所武夫 35 野村美代子 0
宮原省吾 20 三橋壮史 29 福永栄子 31 森田絹代 40

加納　清 0 村田暁作 40 口村妙子 0
有馬斉子 0 安藤　盛 40 西野幸子 0

岡山喜久代 0 根本かずえ 25
伊藤道子 40 福原朝子 20

鶴見由㐂子 22
水川安代 31
望戸　梢 40
宮原節子 40
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5月１日付け 入会者紹介 

こちゃ ともえ 

小茶 巴枝さん 

栄区桂町在住 

所属 笠間地区  

 

 

 

 

別所 

４月１日付け 入

会者紹介 

第15回遠征研修会案内 

実施日   5月29日（水）～30日（木） 

5/29金川森TBG常設コース、5/30宝の山TBG常設コース 

宿泊  甲斐リゾートホテル ☎055－263－7911 

山梨県笛吹市石和町上平井391－2              

参加費   17,000円 申し込みは5月22日まで 

にいみ あいこ 

新美 アイ子さん 

磯子区洋光台在住 

所属 さかえ地区  

 

 

 

 

別所 

４月１日付け 入

会者紹介 

スローガン；明るく・楽しく・元気よく 

お二人の入会で 

会員数が90名 

（内女性24名） 

となります 

  

 

 

 

 

別所 

４月１日付け 入

会者紹介 



　平成最後の選手権大会が港南台グランドで開催され 　　選手権大会に連覇して
ました。春らしい暖かなグランドを時折、南東風がやや　 “伊勢本さんは前から打っているのだから、勝って当た
強く吹く中、女性7名、男性２７名が実力No.１を目指し り前だよ”と言う声が時々後ろから聞こえて来る様な気が
熱戦を繰り広げ、女子の部は宍戸（佳）さんが７８の好 します。しかしながら選手権大会は全く同一条件で戦う
スコアをマークして、栄冠を獲得されました。 のですから、この大会に勝てば間違いなく名実ともに
準優勝は1打差で、昨年優勝の福原さん、同スコアなが No.１プレーヤーです。
ら、年齢差で鶴見さんが第３位となりました。 こうなったら来年84歳で三連覇が目標です。この一年
男子の部は、Out36・Ｉｎ38グロス74の好スコアで、昨年 更に精進して、そう簡単には若い人に負けないよう頑張
に続き、伊勢本さんが連覇を達成されました。 っていくつもりです。
準優勝は石川さん、第３位は中山さんでした。 　　若い人たちの奮起を期待しております。！！
春日さん、横田さんがホールインワンを達成された。

      

　　男子優勝、伊勢本さん　　　　　　女子優勝、宍戸さん

お天気も良く、同伴者（三橋さん、石川さん，恒松さん）
に支えられ、今回奇跡が起き、私のところに優勝が
回ってきました。今度はどなたの所に行くのでしょうか？
ありがとうございました。

港南台グランドは、周辺住民の方々にご迷惑を掛けない
様に、9時からの使用となっていますが、特別に許可を得
て、8時３０分過ぎに開門し、コース作りしています。
出来るだけ早くコースを作り、皆さんに練習して頂ける様
努力しています。　
コース敷設をこれまでとは逆に、 まずはホールエリアを
敷設します。（下図参照）　100均で購入した荷作り用のロ
ープで、7.5ｍのロープ作成。傘支柱ピンの位置を決め
ロープを張ります。　コース用のロープには、先端から
１．２５ｍに青色、４ｍに赤色、９．３ｍに黄色の印を入れ
てあるので、それぞれの場所をボールで固定します。

上位入賞の皆さん 後は、ティーグランド方向にロープを出していきます。
ホールエリアは、だれが作ってもほぼ同じ形で出来ます。

19日（金）東俣野スポーツ広場に於いて戸塚区親善交流
大会が開催されました。　選手を励ますかかの様な満開
の八重桜。総勢121名（女性30名男性８１名）当協会から
１2名（女性２名男性10名）が参加いたしました。
結果は、男子シニア部門で伊勢本さんが、７４の好スコア
で見事優勝。女性のシニア部門では、川喜多さんが第３
位に入賞、近藤（早）さんが１０位、近藤（新）
さんは男子シニア部門でラッキー賞（７位）を獲得しました。

新緑が眩しい天候の下、標題の大会が４月２３日（火）に
神明台スポーツ広場で盛大に開催されました。
競技参加者は２２１名（横浜市ＴＢＧ協会所属人数１０１名
、栄区ＴＢＧ協会７名）で１８ホールストロークプレーで行わ
れました。
男子一般・シニア・女子の３部門で１～６位まで表彰され                                            　　　　　　完成したホールエリア

男子シニア部門で伊勢本さんが４位に入賞されました。

県・第１回定例交流大会開催される

平成３１年度選手権大会開催 伊勢本さん優勝の言葉

　　宍戸さん優勝の言葉

港南台グランドのコース作り改善

戸塚区親善交流大会の結果


