
第 24 回ＳＩＪ親睦ゴルフ大会実施報告書    (敬称略) 
１．前夜祭(懇親会) 那須カントリークラブ 栃木県那須郡那須町寺子乙 677-28 0287-62-0840 

 2017 年 10 月 14 日（土）曇り 前夜祭(夕食兼懇親会) クラブ内レストラン 宿舎クラブ内ホテル 

  １．開会のことば     司会 事務局長 藤木  昇         開始 18 時 6分 

２．会長挨拶       副会長     半沢   進     

３．地元挨拶       那須 CC 支配人  清水 俊行 

４．競技説明       事務局長    藤木  昇 

５．協賛及び役員紹介   事務局長    藤木    昇 

６．乾杯         顧問      榎本 勝雄 

７．各県より挨拶     各県代表者 

８．閉会のことば     理事      吉田 勇夫 修了 20 時 00 分。その後ホテル談話室で 2 次会 

２．ゴルフ大会 那須カントリークラブ 栃木県那須郡那須町寺子乙 677-28 0287-62-0840 

   2017 年 10 月 15 日（日）曇り後昼時に 50 分程大雨３ホール程降られた後は止む。 

① 開会式               司会 事務局長 藤木  昇          開始 7 時 50 分 

１．会長挨拶        副会長     半沢   進 

２．競技説明        事務局長    藤木  昇 

スタート              8 時 07 分アウト 5組/イン 5組同時スタート コース内カート乗入れ不可 

② 表彰式並びにパーティー司会 理事      吉田 勇夫       開始 15 時 05 分 

１．開会のことば     顧問      榎本 勝雄 

２．会長挨拶       副会長     高橋 哲男 

３．成績発表       事務局長    藤木  昇 賞品授与 榎本・吉田 

４．表彰         副会長     半沢   進 

５．中締め        参与      長澤 光雄 

６．閉会の辞       事務局長    藤木  昇          終了 15 時 45 分 

前夜祭参加者 20 名、コンペ参加者数 32 名、新ペリア方式採用 パーティー等も含めた総参加 35 名 
参加県 岩手県 1、宮城県 4、福島県 6、埼玉県 8、千葉県 1、東京 4、神奈川県 11 

成 績  

順位 
個人戦 男子の部 個人戦 女子の部 団体戦上位 4人 

氏名 県名 ｸﾞﾛｽ ﾊﾝﾃﾞ ﾈｯﾄ 氏名 県名 ｸﾞﾛｽ ﾊﾝﾃﾞ ﾈｯﾄ 県名 ﾈｯﾄ計 
1 位 高橋 哲男 埼 玉 76 4.8 71.2 仲田美智子 福 島 105 27.6 77.4 福 島 297.4 
２位 阿部 和博 福 島 77 4.8 72.2 村田 直美 埼 玉 111 31.2 79.8 宮 城 300.2 
３位 高橋  秀 神奈川 97 24.0 73.0 太田  久子 東 京 116 36.0 80.0 埼 玉 303.0 

各 賞 

ベストグロス賞 シニアの部 アトラクション賞 

部 氏名 県名 ｸﾞﾛｽ 1 位 高橋 哲男 埼 玉 ﾄﾞﾗｺﾝ ｱｳﾄ 3 村田 直美 ｨﾝ 12 高田 潤一 

男子 高橋 哲男 埼 玉 76 ２位 仲田  健 福 島 ﾆｱﾋﾟﾝ ｱｳﾄ 5 阿部 和博 ｨﾝ 11 なし 
女子 田中 恵美 埼 玉 102 ３位 倉持賢二郎 神奈川 ﾆｱﾋﾞﾝ ｱｳﾄ 7 仲田  健 ｨﾝ 15 打道  隆 

  
協賛    那須カントリークラブ、スキージャーナル、ボーヤ、東京シスター、有限会社 料亭 坂本屋 

(敬称略) 日本スキー指導者協会 副会長 水島 秀夫、日本スキー指導者協会 顧 問  榎本 勝雄 

(順不同) 日本スキー指導者協会 理事長 水島三千夫、 岩手県スキー指導員会  会長 吉田  勇夫 

 宮城県スキー指導員会  会長 半沢   進、 山形県スキー連盟 常任理事  鈴木 堪重 

     埼玉県スキー連盟    会長 高橋 哲男、 福島県スキー指導員会  会長 白根 一英 

     福島県スキー指導員会 副会長 矢木 郁雄、 千葉県スキー指導員会  会長 奥住 公夫 

 東京都スキー指導者協会 会長 山﨑 一正、  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

今年も連休の次の週の開催。役員の交代で会員への周知遅れ、急遽決まった 22 日の総選挙等で大幅な参加者減

となりました。14 日の前夜祭は去年から 13 名減の 20 名。少し寂しくなりましたが、夕食を兼ねた懇親会のテー

ブルは、和気あいあいとしたムードで、各県の挨拶もお互いに大いに参考となり、5都県会員の交流も深まり楽し

いものとなりました。その後ホテルの談話室では待っていましたとばかりの大２次会。お国自慢の酒を持ち寄り、

各県の人達が大いに盛り上げ、歌も飛び出す大宴会となりました。 

翌 15 日は曇り、8時 7分スタート。途中 3ホール程大雨に降られ、クラチャンの割込みの遅れもありましたが、

途中から天気も回復し、当日参加の埼玉、千葉も加え全組が無事競技終了し、表彰式は 15 時 05 分開始。表彰式

並びにパーティーでは、上記各社の協賛支援を賜り全員に賞品を授与する事が出来ました。協賛各社にお礼を申

し上げます。15 時 45 分に表彰式も終わり、各地に向け帰路につきました。皆さんお疲れ様でした。紅葉シーズン

で渋滞の事もあり、神奈川、東京の 5名は JR 普通湘南新宿ラインのグリーン車で宴会を開きながら帰って行きま

した。来年はもっと多くの参加者になる様各県のご協力をお願いします。 

参加の皆様からは、ゴルフの組分けは、若い人と年配者を組合せるとスムーズに行くとの指摘もありましたが、

他県の人と 2人ずつの組も数組つくり、違った県の方との交流も深まったと思っています。 

 



第 24 回ＳＩＪ親睦ゴルフ大会写真集 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 日 前夜祭 半沢副会長挨拶    榎本顧問の音頭で 乾杯!!     和気あいあいの懇親風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和気あいあいの懇親風景     和気あいあいの懇親風景      各県挨拶 神奈川倉持さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

各県挨拶 福島小川理事長/矢木副会長   各県挨拶 宮城中鉢さん   各県挨拶 東京太田さん 

 

 

 

 

 

 

  

 

吉田理事の手締めで前夜祭閉会   2 次会は各県の人たちで盛り上り  2 次会は各県の人たちで盛り上り 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 次会は各県の人たちで盛り上り  15 日開会式 半沢副会長挨拶 曇り      ナイスショット？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

途中雨に負けずナイスイン？   雨も止んでの最終ホール    表彰式 1本締め挨拶 長澤参与  


