
ゴルフスクールＧＨＳ
２０２１年間ランキング
２０２１年、最も頑張った方は誰？



プレイバック ２０２１年

コロナ禍でも楽しく、
前向きに！



ＧＨＳ合同クリスマスコンペ

２０２０年１２月７日（月） 鎌倉パブリックゴルフ場にて



ＧＨＳ合同クリスマスコンペ

２０２０年１２月７日（月） 鎌倉パブリックゴルフ場にて



ＧＨＳ合同クリスマスコンペ

２０２０年１２月７日（月） 鎌倉パブリックゴルフ場にて



ＧＨＳ合同クリスマスコンペ

２０２０年１２月７日（月） 鎌倉パブリックゴルフ場にて



ＧＨＳ合同クリスマスコンペ

２０２０年１２月７日（月） 鎌倉パブリックゴルフ場にて

【優勝】
和田山恭子様

【準優勝】
長谷川敏江様

【３位】
平川匡孝様



アンチエイジング・ゴルフ オンラインセミナー

２０２１年２月２３日（祝） オンライン開催



東戸塚スクール 第２回 「ゴルフ×整体」 体験会

２０２１年３月１１日（木） フィットネス＆スパ レアレアにて



第１回 鎌倉天園ピラティスゴルフスクールコンペ

２０２１年３月３１日（水） 鎌倉パブリックゴルフ場にて



第１回 鎌倉天園ピラティスゴルフスクールコンペ

２０２１年３月３１日（水） 鎌倉パブリックゴルフ場にて



東戸塚スクール「春のコンペ２０２１」

２０２１年４月１２日（月） 鎌倉パブリックゴルフ場にて



突然ですが！

ここで問題です①



東戸塚スクール「春のコンペ」が

開催された４月１２日、

日本のゴルフ史に残る

ある出来事が起こりました。

さて、それは何でしょうか？



松山英樹選手が、
マスターズ・トーナメントに
日本人で初めて優勝しました



第４回 竹の子会レッスンコンペ

２０２１年４月２９日（祝） 鎌倉パブリックゴルフ場にて



東戸塚スクール 第３回 「ゴルフ×整体」 体験会

２０２１年６月２４日（木） フィットネス＆スパ レアレアにて



横浜武道館１周年記念「健康ゴルフ体験教室」

２０２１年７月１８日（日） 横浜武道館にて



横浜武道館１周年記念「健康ゴルフ体験教室」

２０２１年７月１８日（日） 横浜武道館にて



横浜武道館１周年記念「健康ゴルフ体験教室」

２０２１年７月１８日（日） 横浜武道館にて



突然ですが！

ここで問題です②



「栄養」「運動」「休養」は健康の

３要素といわれていますが、

それだけでは不十分。

これに“何か”を加えた４つが

大事です。さてそれは？



排気



健康の三要素＋？

栄養

休養運動

？



健康の四要素

休息・睡眠
リラクゼーションetc

・筋肉量の低下
・柔軟性の低下
・骨密度の低下
・ホルモンバランスの崩れ

食・栄養・五感 etc

尿・便・汗・ストレス etc

吸気

・体をリカバリー
・細胞の生成、再生、維持
に必要な回復

ゴルフ etc

休養運動

排気



「高原で涼しい！温泉ゴルフ合宿」

２０２１年８月２３日（月）～２４日（火） 初穂Ｃ.Ｃ.にて



「高原で涼しい！温泉ゴルフ合宿」

２０２１年８月２３日（月）～２４日（火） 初穂Ｃ.Ｃ.にて



第５回 長月会コンペ

２０２１年９月２３日（祝） 大厚木Ｃ.Ｃ. 桜コースにて



第５回 長月会コンペ

２０２１年９月２３日（祝） 大厚木Ｃ.Ｃ. 桜コースにて



第５回 長月会コンペ

２０２１年９月２３日（祝） 大厚木Ｃ.Ｃ. 桜コースにて

【３位】花田兵六様 【準優勝】平川匡孝様 【優勝】櫻井富之様



第５回 長月会コンペ

２０２１年９月２３日（祝） 大厚木Ｃ.Ｃ. 桜コースにて



第１回 笑楽会コンペ～秋の味覚祭り～

２０２１年１０月１５日（金） 秦野Ｃ.Ｃ.にて



第１回 笑楽会コンペ～秋の味覚祭り～

２０２１年１０月１５日（金） 秦野Ｃ.Ｃ.にて

【準優勝】菅沼章文様 【優勝】田中公紀様 【３位】島谷恭平様



突然ですが！

ここで問題です③



笑顔でプレーすると

ミスショットが減ります。

そのフィジカル的な理由とは？



首が柔軟になるから



（一社）日本笑顔トレーナー協会から

“笑顔アンバサダー”に認定されました



第２回 鎌倉天園ピラティスゴルフスクールコンペ

２０２１年１０月２２日（金） 鎌倉パブリックゴルフ場にて



「温泉を楽しむゴルフ合宿」

２０２１年１０月３１日（日）～１１月１日（月） 湯ヶ島Ｇ.Ｃ.にて



「温泉を楽しむゴルフ合宿」

２０２１年１０月３１日（日）～１１月１日（月） 湯ヶ島Ｇ.Ｃ.にて



「温泉を楽しむゴルフ合宿」

２０２１年１０月３１日（日）～１１月１日（月） 湯ヶ島Ｇ.Ｃ.にて



第５回 竹の子会レッスンコンペ

２０２１年１１月３日（祝） 鎌倉パブリックゴルフ場にて



【スクールレッスンの部】

【課外レッスン・イベントの部】

【総合】

２０２０年１２月１日～２０２１年１１月３０日の

１年間で、この３つのランキングを発表いたします。

ゴルフスクールＧＨＳ 年間ランキング



【スクールレッスンの部】

２０２０年１２月１日～２０２１年１１月３０日の

１年間における、

スクールの出席回数ランキングです。

ゴルフスクールＧＨＳ 年間ランキング
集計方法



順位 氏 名 所属 点数

1 岩木 整博 藤沢 190
2 勅使川原 祐太 藤沢 88
3 大久保 智巳 東戸塚 58
4 高島 多英子 東戸塚 54

4 野澤 義子 東戸塚 54
4 岸本 光正 東戸塚 54

7 平川 匡孝 立場 50
8 森川 文子 立場 48
8 虻川 宗己 藤沢 48
8 高野 千代子 向ヶ丘 48

【スクールレッスンの部】
敬称略



順位 氏 名 所属 点数

11 仲田 晶子 立場 46
12 草野 康晴 立場 44
13 和田山 恭子 立場 36
13 山田 紀子 東戸塚 36
13 穴水 絵里 東戸塚 36

13 青木 千秋 東戸塚 36
13 木下 洋子 東戸塚 36
18 杉浦 佳子 立場 34
19 菊池 晴美 鎌倉 30
20 殿木 裕介 鎌倉 26

【スクールレッスンの部】
敬称略



順位 氏 名 所属 点数

21 桜井 富之 立場 24
21 菅原 志保 立場 24
21 長島 吉孝 藤沢 24
24 須知 孝之 東戸塚 23
24 窪田 美香 向ヶ丘 23
24 田中 公紀 向ヶ丘 23
27 菅沼 章文 向ヶ丘 21
28 武田 光男 向ヶ丘 13
29 花田 兵六 藤沢 12
29 花田 契子 藤沢 12

【スクールレッスンの部】
敬称略



順位 氏 名 所属 点数

31 山内 光 東戸塚 9
32 桜井 恵美子 立場 4
33 鈴木 喜三郎 東戸塚 3
34 皆本 行宣 東戸塚 1
35 米山 直人 東戸塚 0
35 竹下 雅子 東戸塚 0

【スクールレッスンの部】
敬称略



【課外レッスン・イベントの部】

２０２０年１２月１日～２０２１年１１月３０日の

１年間に、ゴルフスクールＧＨＳで開催した

コンペ、コースレッスン、合宿、セミナーへの

参加回数ランキングです。

ゴルフスクールＧＨＳ 年間ランキング
集計方法



【課外レッスン・イベントの部】

内 容 回数 点数

コンペ ※ ９回 １点

コースレッスン ６８回 １点

セミナー １回 １点

ゴルフ合宿（１泊２日） ２回 ２点

ゴルフツアー なし なし

※コンペの優勝者はボーナスポイント３点、準優勝は２点、

３位は１点が、それぞれ加算されます。



順位 氏 名 所属 点数

1 高野 千代子 向ヶ丘 22
2 和田山 恭子 立場 18
3 大久保 智巳 東戸塚 13
4 山内 光 東戸塚 12
5 菅原 志保 立場 9
6 菅沼 章文 向ヶ丘 8
7 菊池 晴美 鎌倉 7
7 野澤 義子 東戸塚 7
7 青木 千秋 東戸塚 7
7 岸本 光正 東戸塚 7

【課外レッスン・イベントの部】
敬称略



順位 氏 名 所属 点数

7 花田 兵六 藤沢 7
12 殿木 裕介 鎌倉 6
12 平川 匡孝 立場 6

12 花田 契子 藤沢 6
15 須知 孝之 東戸塚 5
15 田中 公紀 向ヶ丘 5
17 桜井 富之 立場 4
17 山田 紀子 東戸塚 4
17 米山 直人 東戸塚 4
17 窪田 美香 向ヶ丘 4

【課外レッスン・イベントの部】
敬称略



順位 氏 名 所属 点数

21 高島 多英子 東戸塚 3
21 虻川 宗己 藤沢 3
21 草野 康晴 立場 3
24 杉浦 佳子 立場 2
24 仲田 晶子 立場 2
24 森川 文子 立場 2
24 木下 洋子 東戸塚 2
24 岩木 整博 藤沢 2
24 武田 光男 向ヶ丘 2

【課外レッスン・イベントの部】
敬称略



順位 氏 名 所属 点数

30 桜井 恵美子 立場 1

30 鈴木 喜三郎 東戸塚 1
30 勅使川原 祐太 藤沢 1
30 長島 吉孝 藤沢 1
34 穴水 絵里 東戸塚 0
34 皆本 行宣 東戸塚 0
34 竹下 雅子 東戸塚 0

【課外レッスン・イベントの部】
敬称略



【総合ランキング】

“スクールレッスンの部”の順位と

“課外レッスン・イベントの部”の順位とを

合計した数字（スコア）が

少ない順のランキングです。

ゴルフスクールＧＨＳ 年間ランキング
集計方法



順位 氏 名 所属 スコア

1 大久保 智巳 東戸塚 6
2 高野 千代子 向ヶ丘 9
3 野澤 義子 東戸塚 11
3 岸本 光正 東戸塚 11
5 和田山 恭子 立場 15
6 平川 匡孝 立場 19
7 青木 千秋 東戸塚 20
8 高島 多英子 東戸塚 25
8 岩木 整博 藤沢 25
10 菊池 晴美 鎌倉 26

【総合ランキング】
敬称略



順位 氏 名 所属 スコア

10 菅原 志保 立場 26
12 虻川 宗己 藤沢 29
13 山田 紀子 東戸塚 30
14 殿木 裕介 鎌倉 32
14 森川 文子 立場 32
14 勅使川原 祐太 藤沢 32
17 菅沼 章文 向ヶ丘 33
17 草野 康晴 立場 33
19 仲田 晶子 立場 35
19 山内 光 東戸塚 35

【総合ランキング】
敬称略



順位 氏 名 所属 スコア

21 花田 兵六 藤沢 36
22 木下 洋子 東戸塚 37
23 桜井 富之 立場 38
24 須知 孝之 東戸塚 39
24 田中 公紀 向ヶ丘 39
26 花田 契子 藤沢 41
26 窪田 美香 向ヶ丘 41
28 杉浦 佳子 立場 42
29 穴水 絵里 東戸塚 47
30 長島 吉孝 藤沢 51

【総合ランキング】
敬称略



順位 氏 名 所属 スコア

31 米山 直人 東戸塚 52
31 武田 光男 向ヶ丘 52
33 桜井 恵美子 立場 62
34 鈴木 喜三郎 東戸塚 63
35 皆本 行宣 東戸塚 68
36 竹下 雅子 東戸塚 69

【総合ランキング】
敬称略


