
石峰＆抱月のふるさと
ほたる湯館グラウンド・ゴルフ場

⑦2019年



（月 別） （大 会 名 称） （大 会 月 日） （費 用）
４月 「日本ＧＧ協会員交流大会」 4月14日（日） 参加費２,０００円 ※
４月 「第11回抱月杯大会」 4月25日（木） 参加費１,０００円
５月 「第11回石峰杯大会」 5月25日（土） 参加費１,０００円
６月 「第11回ほたる杯大会」 6月25日（火） 参加費１,０００円
７月 「ＧＧ場10周年記念大会」 7月 7 日（日） 参加費１,０００円
７月 「第28回月例ほたる杯大会」 7月25日（木） 参加費１,０００円
８月 「第7回納涼ＧＧ大会」 8月 4 日（日） 参加費１,０００円
８月 「第29回月例ほたる杯大会」 8月25日（日） 参加費１,０００円
９月 「第30回月例ほたる杯大会」 9月25日（水） 参加費１,０００円

１０月 「第11回ペアー杯大会」 10月25日（金） 参加費４,５００円 ※
１１月 「第11回チャンピオン大会」 11月25日（月） 参加費２,０００円 ※
（注）８月納涼大会は、開始時間が午後２時です。 ※ 印は、昼食弁当付です。

2019年Ｇゴルフ大会日程のご案内

【主 催】 波佐・小国温泉館運営組合
【主 管】 金城町グラウンド・ゴルフ協会
【日 時】 上記日程による。8：30～受付 9 : 00～開始式／競技開始

13：00ホールイン・ワン大会 13：30表彰式。
【会 場】 ほたる湯館グラウンド・ゴルフ場

（浜田市金城町波佐イ267-2 TEL0855-44-0555 FAX0855-44-0555）



第10回日本ＧＧ協会員交流大会
2019年４月7日(日) 37名参加
優 勝＝ 真田利子 (99)
準優勝＝ 山下富貴子 (103)
第３位＝ 原田義信 (104)
第 4 位＝村尾征光
当日賞＝大崎シゲコ
ＢＢ賞＝山田加悦

【飛び賞】
第5位＝中河内千代美、第10位＝
金崎和人、第15位＝佐々木道弘、
第20位＝中河内昭、第25位＝大
崎シゲコ、第30位＝小川富子、
第35位＝藤岡康子の皆さん

左から山下富貴子、真田利子、原田義信の皆さん



写真左から半田孝作、西谷誠現、寺脇隆彦の皆さん

第11回抱月杯ＧＧ大会
４月25日(木)  42名参加

優 勝＝西谷誠現 (99)
準優勝＝半田孝作 (101)
第 3 位＝寺脇隆彦 (102)
第 4 位＝深山 豊
当日賞＝小原恵美子
ＢＢ賞＝中野正司

【飛び賞】
第 5 位＝城山勝吉
第10位＝河崎繁人
第15位＝山下稔博
第20位＝熊谷えみ子
第25位＝小原恵美子
第30位＝坂本富士人
第35位＝大崎スミ子
第40位＝佐々木京子



第１1回石峰杯ＧＧ大会
５月２５日(土)  名参加

優 勝＝深山 豊 (88)
準優勝＝原田義信 (93)
第３位＝樋野伸一 (96)
第 4 位＝ 渡利 弘 (96)
当日賞＝山田和枝
ＢＢ賞＝佐々木道弘

左から原田義信、深山豊、樋野伸一の皆さん

【飛び賞】
第5位＝小原恵美子、第10位＝小原俊輔、
第15位＝栗末勝美、第20位＝村田久子、
第25位＝山田和枝、第30位＝斎藤ユキ子
、第35位＝仲岡邦昭、第40位＝田中新一
の皆さん



第11回ほたる杯ＧＧ大会
６月２５日(火)  35名参加

優 勝＝深山 豊 (87)
準優勝＝西谷美恵子 (93)
第３位＝栗末勝美 (97)
第 4 位＝中辻 章
当日賞＝野田京子
ＢＢ賞＝小川富子

左から西谷美恵子、深山豊、栗末勝美の皆さん

【飛び賞】
第5位＝大谷俊登、第10位＝金崎和人、
第15位＝原田義信、第20位＝佐々木富
士子、第25位＝野田京子、第30位＝中
河内昭の皆さん



ほたる湯館ＧＧ場10周年記念大会
７月１日(日)  ４0名参加

優 勝＝西谷美恵子 (81)
準優勝＝原田義信 (85)
第３位＝山下嘉雄 (92)
第 4 位＝城山勝吉
ＢＢ賞＝勝田越子

【飛び賞】

第5位＝熊谷エミ子、第10位＝
山代義樹、第15位＝伊藤歳江、
第20位＝野田京子、第25位＝
河崎浪子、第30位＝村田久子、
第35位＝吾郷勉の皆さん

ホールインワン大会へ小川富子氏より提供

左側から原田義信、西谷美恵子、山下嘉雄の皆さん



第27回ほたる杯月例Ｇ・ゴルフ大会
7月２５日(木)  ４2名参加

優 勝＝西谷誠現 (95)
準優勝＝上田行良 (95)
第３位＝原田義信 (96)
第 4 位＝寺脇克熙
当日賞＝石田ユリ子
ＢＢ賞＝銫口 満

【飛び賞】
第５位＝深山豊、第10位＝高吉
靖、第15位＝佐々木道弘、第
20位＝小原恵美子、第25位＝
石田ユリ子、第30位＝仲岡邦昭、
第35位＝日高貞男、第40位＝近
重百合子の皆さん

ホールイン・ワン大会に、広島県
北広島町の佐々木道弘氏より自
家栽培のトウモロコシをご提供い
ただきました。

写真左から上田行良、西谷誠現、原田義信の皆さん



第7回納涼Ｇ・ゴルフ大会
8月4日(日) 36名参加

優 勝＝佐々葉牧生 (44)
準優勝＝深山 豊 (44)
第３位＝河崎繁人 (45)
当日賞＝栗末勝美
ＢＢ賞＝吉川義之

【飛び賞】
第５位＝原田義信、第10位＝中野雅
司、第15位＝仲岡邦昭、第20位＝松
本康太郎、第25位＝土佐親次郎、第
30位＝酒井金壽の皆さん

北広島町の佐々木道弘氏より枝豆
30セット、浜田市の藤岡康子氏より
エコタワシ20個ほかを提供いただき
ました。

左から深山豊、佐々葉牧生、河崎繁人の皆さん



第28回ほたる杯月例Ｇ・ゴルフ大会

８月２５日(日) 31名参加
優 勝＝西谷誠現 (88)
準優勝＝佐々葉牧生 (94)
第３位＝真田利子 (103)
第４位＝樋野伸一
当日賞＝松本静枝
ＢＢ賞＝吉川義之

【飛び賞】
第５位＝寺脇隆彦、第10位
＝河崎浪子、第15位＝松本
康太郎、第20位＝寺脇敦子、
第25位＝松本静枝の皆さん

佐々木道弘さんより大会の
副賞品として玉ねぎ３セッ
トをいただきました。

佐々葉牧生 西谷誠現 真田利子



第29回ほたる杯月例Ｇ・ゴルフ大会
９月25日(水) 25名参加

優 勝＝西 谷 誠 現 (90)

準優勝＝河 崎 繁 人 (90)
第 ３位＝深 山 豊 (92)
第 ４位＝西 谷 美恵子
当日賞＝近 重 百合子
Ｂ Ｂ賞＝岡 本 松 男

【飛び賞】
第5位＝山下嘉雄(96)、第10位＝寺脇克熙(106)、第15位＝原田義信
(109)、第20位＝栗末勝美(113)の皆さんでした。

【ホールイン・ワン賞】
西谷誠現②、河崎繁人、深山豊、西谷美恵子、山下富貴子、永見茂子
②、勝田越子、寺脇克熙、野田京子、栗末勝美、近重百合子の皆さん
でした。

河崎繁人 西谷誠現 深山豊

1～3位は、ピオネ。4位～25位はシャインマスカット
を賞品としました。



浜田市金城町波佐のほたる湯館グラウンド・ゴルフ場の8ホ
ール2コース(抱月コース・石峰コース)が、この程、(公)日本グ
ラウンド・ゴルフ協会の認定コースとして、再更新(2019.10～
2024.9)しました。全面姫高麗芝張り、敷地面積5,000㎡。クラ
ブハウス・管理室、水洗トイレ、バーベキューハウス（鉄板等
、貸出有り）、駐車場30台を完備しています。各種記念大会
等でご利用願います。
詳細は、http://hazaway.com/kankou/groundgolf/ をご覧
下さい。

ほたる湯館グラウンド・ゴルフ場、認定コース更新

http://hazaway.com/kankou/groundgolf/


第11回ペアー杯Ｇ・ゴルフ大会
１０月２7日(日) 18組参加

優 勝＝ぴったんこチーム（西谷誠現・西谷美恵子） (91)
準優勝＝江津Aチーム（城山勝吉・伊藤友子）(94)

第３位＝河崎チーム（河崎繁人・河崎浪子） (100)
第４位＝栄和チーム(金崎和人・植田サダヨ)(103)
ＢＢ賞＝浜田Bチーム（浅田弘・宇野弥生）

【飛び賞】
第５位＝あすなろチーム（原田義信・永見茂子）(103)
第１０位＝浜田Cチーム（山崎秀司・藤岡康子）(110)

【ホールインワン賞】

西谷誠現、西谷美恵子、河崎浪子、
金崎和人、永見茂子、岡本松男の

皆さん

江津Ａチーム ぴったんこチーム 河崎チーム



第11回チャンピオンＧ・ゴルフ大会
11月25日(月) 57名参加

優 勝＝寺 脇 隆彦 (89)
準優勝＝山 下 嘉 雄 (95)
第３位＝西 谷 誠 現 (97)
第４位＝寺脇克熙 (98)

当日賞＝高 吉 靖
Ｂ Ｂ賞＝近重百合子

【飛び賞】
第5位＝野田稔博(99)、第10位＝門脇津多枝(104)、第15位＝原田義信(108)、
第20位＝渡利弘(112)、第25位＝高吉靖(112)、第30位＝村田久子(115)、第35
位＝熊谷えみ子(119)、第40位＝柿谷紀(120)、第45位＝松本康太郎(123)、第
50位＝浅田弘(127)、第55位＝藤岡康子(130)の皆さんでした。

山下嘉雄 寺脇隆彦 西谷誠現

参加賞として、全員へシクラメンミニ鉢をプレゼント



チャンピオン大会の表彰式に先立って、今年度10回開催された
ＧＧ大会全てに参加された3名（河崎繁人、勝田越子、近重百合
子）の皆さんに皆勤賞が授与されました。
今年度の大会は、この大会で終了しました。

近重百合子 勝田越子 河崎繁人

2019年 皆勤賞



ほたる湯館グラウンド・ゴルフ場で開催される
諸大会の成績結果は、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/

