
石峰＆抱月のふるさと
ほたる湯館グラウンド・ゴルフ場

⑨2021年



令和 3 年度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）



優 勝＝西谷誠現 (82)
準優勝＝中河内昭 (92)
第３位＝樋野伸一 (96)
第４位＝山下嘉雄
当日賞＝佐々木道弘
ＢＢ賞＝舛見昌子

【ホールイン・ワン賞】
西谷誠現②、中河内昭、樋野伸一、河崎繁人②、栗末勝美、小原俊輔、
藤岡康子、佐々木道弘、小原恵美子、梅岡美雁、仲岡邦昭、小川富子
の皆さんでした。

第12回日本ＧＧ協会員交流大会

【飛び賞】
第５位＝河崎繁人 (99)
第10位＝藤岡康子 (106)
第15位＝仲岡邦昭 (109)
第20位＝藪谷良栄 (114)
第25位＝山崎 勤 (119)
第30位＝有田利枝 (125)

左から中河内昭、西谷誠現、樋野伸一の皆さん

４月11日(日)34名



【飛び賞】

第５位＝山下嘉雄(98)
第10位＝岡本豊子(102)
第15位＝石田ユリ子(106)
第20位＝山崎季司(108)
第25位＝中河内昭(111)
第30位＝小原俊輔(113)
第35位＝有田 貢(118)
第40位＝藤田数雄(120)

第13回抱月杯ＧＧ大会
４月25日(日) 46名

優 勝＝永井弘志(88)
準優勝＝野田京子(96)
第３位＝深山 豊(96)
第４位＝銫口 満
当日賞＝中河内昭
ＢＢ賞＝伊達ヨシ子

【ホールイン・ワン賞】永井弘志、野田京子、岡
本康男②、山田和枝、宇野弥生、栗末勝美、佐々
木道弘、佐々木俊江、舛見昌子②、竹縄直城、山
田加悦②

左から野田京子、永井弘志、深山豊の皆さん



左から深山豊、山崎節子、山下嘉雄の皆さん

第13回石峰杯ＧＧ大会
5月25日(火) 35名

優 勝＝山崎節子 (92)
準優勝＝深山 豊 (97)
第３位＝山下嘉雄 (98)
第４位＝樋野伸一
当日賞＝茅ケ迫ユキミ
ＢＢ賞＝山田和枝

【飛び賞】

第５位＝野田稔博 (99)
第10位＝山崎 勤 (105)
第15位＝佐々木道弘 (110)
第20位＝藪谷良栄 (114)
第25位＝茅ケ迫ユキミ (117)
第30位＝栗末勝美 (120)

【ホールイン・ワン賞】山崎節子、
山下嘉雄、樋野伸一、野田稔博②、
野田京子、河崎繁人②、中河内千代
美の皆さん



第13回ほたる杯ＧＧ大会
令和3年6月25日(金) 43名
優 勝＝永井弘志(84)
準優勝＝村尾征光(84)
第 3 位＝野田稔博(91)
第 4 位＝寺脇隆彦
当日賞＝近重百合子
Ｂ Ｂ 賞＝湯浅ハルミ

【飛び賞】
第 ５ 位＝寺脇克熙 (107)
第10位＝河崎繁人 (106)
第15位＝山下嘉雄 (112)
第20位＝山崎節子 (113)
第25位＝勝田越子 (119)
第30位＝近重百合子 (125)

村尾征光 永井弘志 野田稔博

【ホールイン・ワン賞】

永井弘志③、村尾征光、野田稔博、寺脇隆彦
②、松本康太郎②、山下嘉雄、城山勝義、熊
谷エミコ②、深山豊、栗末勝美、野田京子、
中河内千代美、河崎繁人、藤岡康子、浅田弘、
銫口満、寺田和友、湯浅ハルミ②、



GG場12周年記念大会
7月4日(日) 32名

優 勝＝野田稔博 (88)
準優勝＝深山 豊 (90)
第３位＝永井弘志 (92)
当日賞＝樋野伸一
ＢＢ賞＝佐々木俊江

【飛び賞】

第５位＝山下嘉雄(100)
第10位＝山崎 勤(107)   
第15位＝河崎浪子(112) 
第20位＝友田稔之(116)
第25位＝銫口 満(119)
第30位＝勝田越子(138)

【ホールイン・ワン賞】
野田稔博②、深山豊、樋野伸一、佐々木道弘、野田京子、梅岡美雁

左から深山豊、野田稔博、永井弘志の皆さん



第33回ほたる杯月例GG大会

7月25日(日)   38名
優 勝＝山下嘉雄 (97)
準優勝＝中河内昭 (98)
第３位＝永井弘志 (99)
当日賞＝河崎浪子
Ｂ Ｂ 賞＝茅ケ迫ユキミ

【飛び賞】 第5位＝寺脇隆彦(100)、第10位

＝浅田弘(107)、第15位＝湯浅憲長(112)、
第20位＝石田ユリ子(117)、第25位＝河崎
浪子(118)、第30位＝香川冬美(123)、第
35位＝池田和江(133)

【ホールイン・ワン賞】中河内昭、寺田和友②、
大谷俊登②、浅田弘、森田博美、永澤龍
二、勝田越子

左から中河内昭、山下嘉雄、永井弘志の皆さん

ホールインワン大会へ佐々木氏より
枝豆を提供



第9回納涼GG大会
8月1日(日) 22名

優 勝＝樋野伸一 (48)
準優勝＝寺脇克熙 (49)
第 3位＝佐々木道弘 (52)
第 4位＝山下嘉雄 (52)
当日賞＝樋野伸一
Ｂ Ｂ 賞＝舛見昌子

【飛び賞】
第 5位＝田中百合枝(53)
第10位＝近重百合子(56)
第15位＝栗末勝美(59)
第20位＝仲岡邦昭(67) 

から寺脇克熙、樋野伸一、佐々木道弘の皆さん

景品は、トマト2Kgセット



第34回ほたる杯月例GG大会
8月25日(水)   31名

優 勝＝永井弘志(94)
準優勝＝山下嘉雄(95)
第 3位＝松本康太郎(96)
当日賞＝茅ケ迫ユキミ
ＢＢ賞＝佐々木俊江

【飛び賞】

第5位＝深山豊(107)、第10位＝石田ユリ
子(110)、第15位＝西谷美恵子(114)、第
20位＝近重百合子(118)、第25位＝茅ケ迫
ユキミ(121)、第30位＝佐々木俊江(136) 

【ホールイン・ワン賞】山下嘉雄、松本康太
郎③、中河内昭、河崎浪子、近重百合子

左から山下嘉雄、永井弘志、松本康太郎の皆さん



第35回ほたる杯月例GG大会
9月25日(土)に33名

優 勝＝永井弘志(86)
準優勝＝野田稔博(90)
第 3位＝寺脇克熙(96)
当日賞＝梅岡美雁
ＢＢ賞＝佐々木俊江

【飛び賞】
第5位＝深山豊(100)、第10位＝西谷美恵子
(107)、第15位＝勝田越子(113)、第20位＝
友田マサエ(116)、第25位＝梅岡美雁(118)、
第30位＝茅ケ迫ユキミ(129) 

【ホールイン・ワン賞】
永井弘志②、野田稔博、寺脇克熙、深山
豊②、松本康太郎②、栗末勝美、中河内
昭、勝田越子、友田マサエ

左から野田稔博、永井弘志、寺脇克熙の皆さん



第13回ペアー杯Ｇ・ゴルフ大会
10月25日(月)    1 8 組

優 勝＝山下チーム（山下嘉雄・山下富貴子）(103)
準優勝＝寺脇Aチーム（寺脇克熙・田中百合枝）(104)
第３位＝青原Aチーム（岡本松男・近重百合子）(105)
ＢＢ賞＝都志見Aチーム（佐々木道弘・佐々木京子）

【飛び賞】
第５位＝芸北チーム(松本康太郎・香川冬美)(106)
第10位＝栄和チーム（金崎和人・河野武子）(116)
第15位＝都志見Bチーム(友田稔之・友田マサエ)(124)

左より、寺脇Aチーム、山下チーム、青原Aチームの皆さん

【ホールイン・ワン賞】山下富貴子、岡本松男、近重百合子、
中河内千代美、永見茂子、勝田越子、佐々木道弘



第13回チャンピオンＧ・ゴルフ大会

11月25日(木)   40名
優 勝＝永井弘志(88)
準優勝＝寺脇克煕(89)
第 3位＝寺脇隆彦(89)
第 4位＝高吉 靖(99)
当日賞＝村田久子
ＢＢ賞＝近重百合子

【飛び賞】第5位＝熊谷エミコ(99)、第10位＝深山
豊(105)、第15位＝仲岡邦昭(108)、第20位＝中河
内昭(113)、第25位＝村田久子114)、第30位＝勝
田越子(119)、第35位＝室田忠一(122)

【ホールイン・ワン賞】永井弘志②、寺脇克煕
②、寺脇隆彦、高吉靖②、熊谷エミコ、栗
末勝美②、深山豊、仲岡邦昭、永見茂子②、
河野武子、中河内昭、室田忠一

【皆勤賞】 勝田越子、舛見昌子、栗末勝
美、佐々木道弘の皆さん

左から寺脇克煕、永井弘志、寺脇隆彦の皆さん



第13回チャンピオン大会入賞者スナップ一覧
2021.11.25

高吉 靖 熊谷エミコ 深山 豊

仲岡邦昭 中河内 昭 村田久子 勝田越子 室田忠一 近重百合子

寺脇克煕 永井弘志 寺脇隆彦



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/

