
石峰＆抱月のふるさと
ほたる湯館グラウンド・ゴルフ場

④2015年～2016年



第６回日本ＧＧ協会員交流大会
実施日 平成27年４月１１日(日) ６９名参加
優 勝＝樋野伸一 (77)
準優勝＝宇野弥生 (83)
第３位＝寺脇隆彦 (84)
当月賞＝佐々木定実
当日賞＝門田尚代
ＢＢ賞＝冨永順三

【飛び賞】第５位＝山藤照恵、第10位＝永井弘志、第15位＝曽根辻君子、第20位
＝香川冬美、第25位＝山下嘉雄、第30位＝西谷誠現、第35位＝小原俊輔、第40位
＝中河内千代美、第45位＝木戸貞則、第50位＝寺脇克熙、第55位＝日野原正三、
第60位＝坂本利江、第65位＝中祖和雄の皆さん



第７回抱月杯Ｇ・ゴルフ大会
４月２５日(土)７２名参加

優 勝＝河本敏夫 (87)
準優勝＝河崎浪子 (89)
第３位＝樋野伸一 (89)
当月賞＝芹原博正
当日賞＝佐々木道弘
菜の花畑賞＝宇野 克
ＢＢ賞＝谷出昭江

左から樋野伸一、河本敏夫、河崎浪子の皆さん 菜の花畑賞・宇野克さん 当月賞・芹原博正さん

【２６年度年間大会皆勤者賞】
年間皆勤者の表彰で、佐々木道弘、原

田義信、芹原博正、大谷俊登、西谷美恵
子の皆さん

【飛び賞】第５位＝森田太郎、第10位＝寺脇克煕、第15位＝柿谷紀、第20位
＝松川美智恵、第30位＝小原恵美子、第35位＝永井弘志、第40位＝栗末勝美、
第45位＝野田稔博、第50位＝村田久子、第55位＝城山勝吉、第60位＝松本順
三、第65位＝中川洋子、第70位＝漆迫義隆の皆さん



山代義樹、永井弘志、小原恵美子の皆さん みつばち賞沖柳敏夫さん 当月賞岡本豊子さん

第７回石峰杯Ｇ・ゴルフ大会
５月２５日(月)  ６３名参加

優 勝＝永井弘志 (79)
準優勝＝小原恵美子 (81)
第３位＝山代義樹 (81)
当月賞＝岡本豊子
当日賞＝茅ケ迫ユキミ
みつばち賞＝沖柳敏夫
ＢＢ賞＝芹原博正

【飛び賞】
第５位＝岡本豊子、第10位＝
河崎繁人、第15位＝松本順三、
第20位＝佐々木富士子、第25
位＝茅ケ迫ユキミ、第30位＝
槇田勲、第35位＝西谷誠現、
第40位＝松川美智恵、第45位
＝金崎和人、第50位＝斉藤邦
栄、第55位＝河野カメ子、第
60位＝小出敏雄の皆さん



第７回ほたる杯Ｇ・ゴルフ大会
６月２５日(木)  59名参加

優 勝＝原田義信 (76)    当日賞＝佐々木道弘
準優勝＝深山 豊 (80)       蜜蜂賞＝河野カメ子
第３位＝宇野 克 (81)       ＢＢ賞＝寺脇敦子

左から深山豊、原田義信、芹原博正の皆さん

ホールイン・ワン大会景品

岡本康男氏提供
「サニーレタス」２０個

【飛び賞】第５位＝寺脇隆彦、第10位＝寺脇克熙、第15位＝小出敏雄、第20
位＝山下嘉雄、第25位＝佐々木道弘、第30位＝寺脇正美、第35位＝野田満章、
第40位＝中河内千代美、第45位＝上田良行、第50位＝室田忠一、第55位＝酒
井金壽の皆さん



Ｇ・ゴルフ場６周年記念大会
実施日 ７月５日(日)

優 勝＝原田義信 (74)
準優勝＝西谷誠現 (75)
第 3 位＝森田太郎 (80)
当日賞＝大谷俊登
ＢＢ賞＝久恒豊司

【飛び賞】第5位＝深山豊、第10位＝野田健、第15位＝久恒
恵子、第20位＝佐々木京子、第25位＝大谷俊登、第30位＝
太田滋、第35位＝芹原博正の皆さん



第16回ほたる杯月例Ｇ・ゴルフ大会
７月２５日(土) ６７名参加
優 勝＝河崎浪子 (81)
準優勝＝深山 豊 (83)
第３位＝森田太郎 (83)
当月賞＝原田義信
当日賞＝野田 健
蜜蜂賞＝井寺マサミ
ＢＢ賞＝佐々木京子

１０人目のダイヤモンド賞を真田利子さん

ホールインワン大会
佐々木道弘氏（トウモロコシ）、
小川富子氏（ミカン）を賞品として
頂きました。

【飛び賞】第５位＝真田利子、第10位＝寺脇隆彦、第15位
＝中根俊二、第20位＝小川富子、第25位＝野田健(97)、第30
位＝岡野静子、第35位＝木戸貞則、第40位＝斉藤ユキコ、
第４５位＝大崎スミ子、第50位＝河野武子、第55位＝吾郷
文子、第60位＝酒井金壽、第65位＝岡本弘の皆さん



ホールイン・ワン大会の賞品
坂本利江様より「鍋敷き」１６個

ご提供いただきました。

第３回納涼Ｇ・ゴルフ大会
平成27年８月９日(日)
優 勝＝西谷誠現 (35)
準優勝＝西谷美恵子(37)
第３位＝芹原博正 (40)
当月賞＝河本敏夫
当日賞＝金崎和人
ＢＢ賞＝太田カネ子

【飛び賞】第５位＝宇野克、第10位＝森田太郎、第15位＝山下嘉
雄、第20位＝寺脇克熙、第25位＝岡野学、第30位＝酒井金壽、第
35位＝田中百合枝の皆さん



写真左から野田稔博、西谷誠現、寺脇隆彦の皆さん

第17回ほたる杯月例Ｇ・ゴルフ大会

９月２５日(金) ５１名参加
優 勝＝西谷誠現 (76)
準優勝＝野田稔博 (78)
第３位＝寺脇隆彦 (85)
当月賞＝西谷美恵子
当日賞＝野田 健
蜜蜂賞＝佐々木富士子
ＢＢ賞＝太田カネ子

【飛び賞】第５位＝森田太郎、第10位＝中辻章、第15位＝山下嘉雄、第20位
＝小原俊輔、第25位＝野田健、第30位＝小原恵美子、第35位＝勝田越子、第
40位＝野田京子、第45位＝佐々木京子の皆さん



第17回ほたる杯月例大会ＧＧ大会受賞者の皆さん 2015.9.25

5位森田太郎 当月賞西谷美恵子 10位中辻 章 15位山下嘉雄 20位小原俊輔

当日賞野田 健 30位小原恵美子 35位勝田越子 蜜蜂賞佐々木富士子 40位野田京子 45位佐々木京子 ＢＢ賞太田カネ子



左からさざんかチーム、ぴったんこチーム、ももちゃんチーム

今回は、参加賞にピォーネと庭箒を贈呈しました。

第7回ペアー杯月例Ｇ・ゴルフ大会
１０月２５日(金)  ２１組参加

優 勝＝ぴったんこチーム(80)
（西谷誠現・西谷美恵子）

準優勝＝さざかチーム(91)
（小原俊輔・小原恵美子）

第３位＝ももちゃんチーム(96)
（中辻章・佐々木富士子）

ＢＢ賞＝どんぐりＢチーム
（籔和明・籔春江）

【飛び賞】
第５位＝矢上Ｂチーム

（上田良行・上田富代）
第10位＝ハイビスカスチーム

（佐々葉牧生・佐々葉睦子）
第15位＝久恒チーム

（久恒豊司・久恒恵子）



今年度10回開催されたＧＧ大会全てに参加され
た４名（山下嘉雄、山下富貴子、大谷俊登、原田
義信）の皆さんに皆勤賞が授与されました。

第７回チャンピオンＧ・ゴルフ大会

11月25日(水)  58名参加

優 勝＝樋野伸一 (79)
準優勝＝原田義信 (82)
第３位＝大谷俊登 (84)

当月賞＝松川美智恵
当日賞＝内藤静香
ＢＢ賞＝飯田幸恵

【飛び賞】
第５位＝佐々葉牧生、第10位＝岡本豊子、第15位＝小原恵美
子、第20位＝小原俊輔、第25位＝内藤静香、第30位＝佐々木
富士子、第35位＝香川冬美、第40位＝金崎和人、第45位＝向
井眸、第50位＝太田カネ子、第55位＝向井ミチ子の皆さんでし
た。
今大会のホールイン・ワン大会に小川富子様より毛糸の帽子

35点をご提供いただきました。



第７回日本ＧＧ協会員交流大会
平成28年４月１０日(日)  53名参加
優 勝＝寺脇克熙 (78)

準優勝＝西谷誠現 (82)

第 ３位＝芹原博正 (86)

当月賞＝河本敏夫
当日賞＝樋野伸一
蜜蜂賞＝勝田越子
Ｂ Ｂ賞＝寺脇正美

ホールイン・ワン大会に小川富子様より
毛糸編みのペットボトル入れ35点を提供

【飛び賞】

第５位＝河崎繁人、第１０位＝樋野伸一、第
１５位＝永井弘志、第２０位＝三浦節男、第
２５位＝中河内千代美、第３０位＝水田卓彦、
第３５位＝野田稔博、第４０位＝河野カメ子、
第４５位＝山下富貴子、第５０位＝能海貞子
の皆さん



第８回抱月杯Ｇ・ゴルフ大会

平成28年４月２５日(日) ６０名参加
優 勝＝西谷誠現 (74)
準優勝＝永井弘志 (83)
第３位＝原田義信 (86)
当月賞＝寺脇克熙
当日賞＝岡野静子
蜜蜂賞＝勝田越子
ＢＢ賞＝石川正次郎

【飛び賞】第５位＝深山豊、第10位＝酒
井金壽、第15位＝岡野学、第20位＝金崎
和人、第25位＝岡野静子、第30位＝河崎
繁人、第35位＝中辻章、第40位＝寺脇正
美、第45位＝小松原シズエ、第50位佐々
葉睦子、第55位＝宮本イツエの皆さん



第８回石峰杯Ｇ・ゴルフ大会
平成28年５月２５日(水)４５名参加
優 勝＝西谷美恵子 (78)
準優勝＝樋野伸一 (81)
第３位＝山代義樹 (85)
当日賞＝永見茂子
石峰賞＝内藤静香

ＢＢ賞＝近重百合子

【飛び賞】
第５位＝河野カメ子、第10位＝佐々木富士子(94)、
第15位＝永井弘志(、第20位＝河崎繁人、第25位＝
永見茂子、第30位＝坂本利江、第35位＝藤原千生、
第40位＝中河内昭の皆さん



左から山代義樹、寺脇隆彦、樋野伸一の皆さん 優勝：益々繁盛（２升５合入）黒霧島

第８回ほたる杯Ｇ・ゴルフ大会
平成28年６月２５日(土)  ５０名参加
優 勝＝寺脇隆彦 (73)
準優勝＝山代義樹 (81)
第３位＝樋野伸一 (88)
当日賞＝佐々木京子
ＢＢ賞＝近重百合子

【飛び賞】

第５位＝深山豊、第10位＝三浦節
男、第15位＝斉藤ユキ子、第20位
＝岡本松男、第25位＝佐々木京子、
第30位＝岡本弘、第35位＝芹原博
正、第40位＝高谷ハナミ、第45位
＝寺脇敦子の皆さん



ほたる湯館ＧＧ場７周年記念Ｇ・ゴルフ大会
平成28年７月３日(日) ５０名参加
優 勝＝寺脇隆彦 (80)
準優勝＝西谷誠現 (81)
第３位＝野田稔博 (82)
当日賞＝米田利雄
ＢＢ賞＝舛見昌子

【飛び賞】第５位＝河崎浪子、第10位＝深山豊、第15位
＝佐々木道弘、第20位＝中野雅司、第25位＝米田利雄、
第30位＝野田京子、第35位＝中河内千代美、第40位＝小
川富子、第45位＝仲岡邦昭の皆さん



ダイヤモンド賞達成の寺脇さん

第１８回ほたる杯月例Ｇ・ゴルフ大会
平成28年７月２５日(月) ５３名参加
優 勝＝寺脇克煕 (70)
準優勝＝中辻 章 (77)
第３位＝原田義信 (80)
当日賞＝中野雅司
ＢＢ賞＝近重百合子

【ダイヤモンド賞】

今回の大会で、邑南町の寺脇克煕さんが１１人目
のダイヤモンド賞を獲得されました。

【飛び賞】第５位＝永井弘志、第10位＝岡野学、第15位
＝室屋チサエ、第20位＝河本敏夫、第25位＝中野雅司、
第30位＝野田稔博、第35位＝谷出昭江、第40位＝佐々木
京子、第45位＝石田善隆、第50位＝岡野静子の皆さん



第４回納涼Ｇ・ゴルフ大会
平成28年８月７日(日) ５１名参加
優 勝＝湯浅憲長 (39)
準優勝＝佐々葉睦子 (40)
第３位＝西谷美恵子 (40)
当日賞＝山代義樹
ＢＢ賞＝太田 滋

左から西谷、湯浅、佐々葉の皆さん 今大会の景品：焼酎（黒霧島、木挽、桜島）、トマト2Kセット

北広島町の佐々木道弘さんよ
りミニトマト、ゴーヤなど沢山
の景品を戴き、ホールイン・ワ
ン大会に使用させていただきま
した。

【飛び賞】
第５位＝原田義信、第10位＝大
谷俊登、第15位＝寺脇隆彦、第
20位＝山田加悦、第25位＝山代
義樹、第30位＝河本タエ子、第
35位＝松本順三、第40位＝近重
百合子、第45位＝河崎浪子の皆
さんでした。



第19回ほたる杯月例Ｇ・ゴルフ大会
平成28年８月２５日(木) ５０名参加

優 勝＝原田義信 (79)
準優勝＝寺脇克熙 (82)
第３位＝永井弘志 (86)
当日賞＝山下嘉雄
ＢＢ賞＝舛見昌子

今回の大会に、太田滋様よりナス５キロを
ホールイン・ワン大会にご提供戴きました。

【飛び賞】第５位＝河崎繁人、第10位＝小原恵美子、第15
位＝茅ケ迫ユキミ、第20位＝大崎スミ子、第25位＝山下嘉
雄、第30位＝室屋チサエ、第35位＝斉藤ユキコ、第40位＝
村田久子、第45位＝山下富貴子の皆さん



左から原田義信、大谷俊登、室屋チサエの皆さん

第20回ほたる杯月例Ｇ・ゴルフ大会
９月２５日(日)に５３名の参加

優 勝＝大谷俊登 (74)
準優勝＝原田義信 (81)
第３位＝室屋チサエ (82)
当日賞＝佐々木道弘
ＢＢ賞＝石橋寛孝

今大会で、室屋チサエさん(北広島町)が
１２人目のダイヤモンド賞を達成されました。

【飛び賞】
第５位＝山代義樹、第10位
＝斉藤ユキ子、第15位＝野
田健、第20位＝永井弘志、
第25位＝佐々木道弘、第30
位＝寺脇克熙、第35位＝松
本康太郎、第40位＝村田久
子、第45位＝永見茂子、第
50位＝岡野学の皆さん



第８回ペアー杯Ｇ・ゴルフ大会
１０月２５日(火)に２４組の参加

優勝＝ぴったんこチーム：西谷誠現・
西谷美恵子(82)、準優勝＝小玉チー
ム：仲岡邦昭・勝田越子(92)、第３位

＝浜田チーム：山代義樹・金津チズコ
(94)、ＢＢ賞＝坂本チーム：坂本冨士
人・坂本利江の皆さんでした。

左から小玉チーム、ぴったんこチーム、浜田チームの皆さん



左から深山豊、西谷誠現、永井弘志の皆さん シクラメン大鉢は飛び賞、ミニ鉢は全員に参加賞

第８回チャンピオンＧ・ゴルフ大会
４月から各種１０回大会の２５位までの成績で勝ち
抜いてこられた９３名のノミネートされた大会

平成28年１１月２５日(金) ６１人参加。

優 勝＝西谷誠現 (79)
準優勝＝深山 豊 (83)
第３位＝永井弘志 (84)
第４位＝原田義信 (86)
ＢＢ賞＝近重百合子

【飛び賞】第５位＝大谷俊登、第10位＝西谷美恵子、第15位＝石川朝子、第20位＝小川
富子、第25位＝茅ケ迫ユキミ、第30位＝大崎スミ子、第35位＝野田健、第40位＝上田良
之、第45位＝井寺マサミ、第50位＝室田忠一、第55位＝岡野学の皆さん



ほたる湯館グラウンド・ゴルフ場で開催される
諸大会の成績結果を、http://www.hazaway.com
「波佐ネット通信」で情報発信を行っています。

ほたる湯館グラウンド・ゴルフ場 浜田市金城町波佐 TEL0855-44-0555

http://www.hazaway.com/

