
令和２年度・ダイヤモンド賞達成者

№ 期　　　日 大会名 氏名 市町村名

1 2020年7月5日 さい岩槻　県秋季大会選手選考会 市来　民三 さいたま市岩槻

2 2020年8月24日 皆野町　皆野町グラウンド・ゴルフ協会主催夏季大会 関口　利忠 皆野町

3 2020年9月8日 さい岩槻　第５４回秋季クラブ対抗大会 片桐　健司 さいたま市岩槻

4 2020年9月16日 さい大宮　第１１０回大宮グラウンド・ゴルフ大会 渡邊　健二 さいたま市大宮

5 2020年9月19日 川越市　第23回川越市グラウンド･ゴルフ協会ブロック大会 斉藤　秀子 川越市

6 2020年9月20日 川越市　第23回川越市グラウンド･ゴルフ協会ブロック大会 大澤　輝正 川越市

7 2020年10月7日 川越市　川越市ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ１０月大会  小林　政子 川越市

8 2020年10月26日 さいたま市　第３０回さいたま市グラウンド・ゴルフ大会 中山　　薫 さいたま市大宮

9 2020年10月29日 皆野町　皆野町グラウンド・ゴルフ協会主催秋季大会 沢口　良夫 皆野町

10 2020年11月10日 さい岩槻　第５回ひなの里大会 吉田　智江 さいたま市岩槻

11 2020年11月18日 さいたま市　第111回大宮グラウンド・ゴルフ大会 尾松　秋美 さいたま市大宮

12 2020年12月3日 さい岩槻　第１１回やまぶき大会 岩崎　賢次 さいたま市岩槻

13 2021年1月10日 さい岩槻　第１９回新春大会 藤巻　精次 さいたま市岩槻

14 2021年1月10日 さい岩槻　第１９回新春大会 諸田　　猛 さいたま市岩槻

15 2021年1月10日 さい岩槻　第１９回新春大会 小林　カツ代 さいたま市岩槻

16 2021年3月6日 寄居町　第１６回会長杯 舎利弗　一衛 寄居町

17 2021年3月15日 北本市　北本市グラウンド・ゴルフ協会月例大会 桜井　静枝 北本市

18 2021年3月24日 北本市　第１８回市長杯グラウンド・ゴルフ大会 小林　昌平 北本市

19 2021年3月27日 幸手市　幸手市さくら杯グラウンド・ゴルフ大会 酒井　武次 幸手市

20 2021年3月27日 幸手市　幸手市さくら杯グラウンド・ゴルフ大会 桜井　英雄 幸手市

　　　　　　　　　　令和２年４月１日～令和３年３月３１日　　



令和３年度・ダイヤモンド賞達成者

№ 期　　　日 大会名 氏名 市町村名

1 令和3年4月8日 川越市　第25回小江戸川越親睦Ｇ・Ｇ大会 渡辺　善弘 川越市

2 令和3年4月12日 熊谷市　令和３年度第1回定例大会 森田　健一 熊谷市

3 令和3年4月12日 熊谷市　令和３年度第1回定例大会 栗原　　堯 熊谷市

4 令和3年4月15日 上尾市　令和３年度上尾市Ｇ・Ｇ春季大会 木村　正三 上尾市

5 令和3年4月15日 上尾市　令和３年度上尾市Ｇ・Ｇ春季大会 志岐　絹代 上尾市

6 令和3年4月15日 上尾市　令和３年度上尾市Ｇ・Ｇ春季大会 次川　志ゆう子 上尾市

7 令和3年4月15日 上尾市　令和３年度上尾市Ｇ・Ｇ春季大会 柳川　利江 上尾市

8 令和3年4月16日 春日部市　令和３年度春日部市Ｇ・Ｇ連盟春季大会 会田　金之助 春日部市

9 令和3年4月17日 川越市　第２８回協会大会予選会 武川　守男 川越市

10 令和3年4月19日 川越市　第２８回協会大会予選会 小峰　照子 川越市

11 令和3年4月19日 川越市　第２８回協会大会予選会 白戸　兼一 川越市

12 令和3年4月19日 川越市　第２８回協会大会予選会 庄寿見　玲子 川越市

13 令和3年4月20日 上尾市　第２２回上尾市Ｇ・Ｇ上平・原市地区研修交歓大会 川島　貞雄 上尾市

14 令和3年4月26日 さい大宮　第113回大宮Ｇ・Ｇ大会 武井　英雄 さい大宮

15 令和3年5月7日 熊谷市　令和３年度第２回定例大会 笠原　政子 熊谷市

16 令和3年5月7日 熊谷市　令和３年度第２回定例大会 鯨井　なか子 熊谷市

17 令和3年5月7日 熊谷市　令和３年度第２回定例大会 野口　憲房 熊谷市

18 令和3年5月10日 第２３回埼玉県Ｇ・Ｇ祭り交歓北部地区大会 秋葉　昌子 深谷市

19 令和3年5月19日 川越市　令和３年度第１回月例（５月）大会 生田目　フサ 川越市

20 令和3年5月20日 寄居町　２０２１年県協会登録者交歓研修大会 田中　栄造 寄居町

21 令和3年5月25日 第２３回埼玉県Ｇ・Ｇ祭り交歓南部地区大会 平田　朝子 さいたま市

22 令和3年5月25日 第２３回埼玉県Ｇ・Ｇ祭り交歓南部地区大会 原田　鉄雄 さいたま市

23 令和3年5月25日 第２３回埼玉県Ｇ・Ｇ祭り交歓東部地区大会 遠藤　正之 春日部市

24 令和3年5月25日 第２３回埼玉県Ｇ・Ｇ祭り交歓東部地区大会 岡部　博子 幸手市

25 令和3年5月26日 第２３回埼玉県Ｇ・Ｇ祭り交歓西部地区大会 大森　悟 川越市

26 令和3年6月7日 北部　第１４回埼玉県北部ＧＧ大会 近藤　武男 深谷市

27 令和3年6月9日 川越市　令和３年度第１回月例（６月）大会 磯　　藤男 川越市

28 令和3年6月21日 北本市　北本市グラウンド・ゴルフ協会月例大会 藤田　晴夫 北本市

29 令和3年6月23日 令和３年度埼玉県Ｇ・Ｇ協会上級指導者研修交歓大会 内田　一雄 深谷市

30 令和3年6月30日 第３３回埼玉県Ｇ・Ｇ夏季西部地区大会 下村　圭佑 日高市

31 令和3年7月1日 熊谷市　令和３年度第４回定例大会 小寺　由晴 熊谷市

32 令和3年7月7日 川越市　令和３年度第１回月例（７月）大会 星野　道子 川越市

33 令和3年7月12日 第３３回埼玉県Ｇ・Ｇ夏季北部地区大会 原口　善次 熊谷市

34 令和3年7月12日 第３３回埼玉県Ｇ・Ｇ夏季北部地区大会 磯貝　　隆 寄居市

35 令和3年7月12日 第３３回埼玉県Ｇ・Ｇ夏季北部地区大会 森田　紀子 熊谷市

36 令和3年7月21日 長瀞町　長瀞町グラウンド・ゴルフ協会夏季大会 黒沢　達男 長瀞町

37 令和3年7月31日 さい岩槻　秋季大会選手選考会 田中　征三 さいたま市岩槻

38 令和3年9月7日 川越市　令和３年度第１回月例（９月）大会 吉澤　ハルエ 川越市

39 令和3年9月14日 上尾市　第２２回上尾市Ｇ・Ｇ大石地区研修交歓大会 鹿島　喜八郎 上尾市

40 令和3年9月14日 上尾市　第２２回上尾市Ｇ・Ｇ大石地区研修交歓大会 青木　文子 上尾市

　　　　　　　　　　令和３年４月１日～令和４年３月３１日　　



令和３年度・ダイヤモンド賞達成者

№ 期　　　日 大会名 氏名 市町村名

　　　　　　　　　　令和３年４月１日～令和４年３月３１日　　

41 令和3年9月16日 鶴ヶ島市　第１回セレモア・鶴ヶ島市Ｇ・Ｇ大会 山越　行夫 鶴ヶ島市

42 令和3年9月28日 熊谷市　第２８回ふれあい熊谷Ｇ・Ｇ大会 谷口　益夫 熊谷市

43 令和3年9月28日 熊谷市　第２８回ふれあい熊谷Ｇ・Ｇ大会 石川　トモ子 熊谷市

44 令和3年9月28日 熊谷市　第２８回ふれあい熊谷Ｇ・Ｇ大会 巣瀬　　徹 熊谷市

45 令和3年9月29日 さい大宮　第115回大宮Ｇ・Ｇ大会 小嶋　静子 さいたま大宮

46 令和3年10月3日 第３２回埼玉県Ｇ・Ｇ秋季東部地区大会 田中　紀子 幸手市

47 令和3年10月3日 第３２回埼玉県Ｇ・Ｇ秋季東部地区大会 古橋　福一 加須市

48 令和3年10月10日 草加市　令和３年度秋のＧＧ大会 神門　哲夫 草加市

49 令和3年10月11日 第３２回埼玉県Ｇ・Ｇ秋季北部地区大会 中村　光行 深谷市

50 令和3年10月11日 第３２回埼玉県Ｇ・Ｇ秋季北部地区大会 塚本　和江 上里町

51 令和3年10月15日 行田市　第59回行田市GG大会 小沼　照男 行田市

52 令和3年10月14日 さい岩槻　公認指導者研修競技交歓大会 若谷　久子 さいたま市岩槻

53 令和3年10月17日 深谷市　第２１回石井杯Ｇ・Ｇ大会 森平　清　 寄居町

54 令和3年10月25日 さいたま市　第３２回さいたま市Ｇ・Ｇ大会 立石　弘子 さいたま浦和

55 令和3年10月31日 草加市　令和３年度草加市ＧＧ第４ブロック大会 杉浦　恵美子 草加市

56 令和3年11月3日 草加市　第１１回第三ブロックＧＧ大会 高野　庸子　 草加市

57 令和3年11月10日 飯能市　第３回飯能市ＧＧ連盟スポンサー大会 町田　一男 飯能市

58 令和3年11月18日 北本市　関東地方郵便局長会・局長協会杯ＧＧ大会 國井　吉久 北本市

59 令和3年11月23日 熊谷市　令和３年度創立記念ＧＧ大会 有木　　正 熊谷市

60 令和3年11月23日 熊谷市　令和３年度創立記念ＧＧ大会 吉田　治平 熊谷市

61 令和3年11月23日 熊谷市　令和３年度創立記念ＧＧ大会 山口　　裕 熊谷市

62 令和3年11月23日 熊谷市　令和３年度創立記念ＧＧ大会 大村　健男 熊谷市

63 令和3年11月23日 熊谷市　令和３年度創立記念ＧＧ大会 橋本　すみ子 熊谷市

64 令和3年11月25日 北本市　北本市グラウンド・ゴルフ協会月例大会 馬場　武 北本市

65 令和3年11月27日 寄居町　第４２回寄居町ＧＧ大会 内田　里代 寄居町

66 令和3年12月2日 第１回埼玉県ＧＧ年忘れ交歓大会 小出　正俊 川越市

67 令和3年12月4日 熊谷市　令和３年度第6回定例ＧＧ大会 原口　善次 熊谷市

68 令和4年2月19日 久喜市　久喜市鷲宮GG協会 第121回定期大会 斉藤　雄吉 久喜市

69 令和4年2月24日 事務局長会議GG大会 市園　　優 松伏町

70 令和4年2月24日 事務局長会議GG大会 大村　　清 入間市

71 令和4年2月24日 事務局長会議GG大会 志田　多利夫 熊谷市

72 令和4年2月24日 事務局長会議GG大会 川田　　巌 熊谷市

73 令和4年2月24日 事務局長会議GG大会 樋口　鉄雄 皆野町

74 令和4年2月25日 深谷市　令和３年度深谷市チャンピオン大会 五十嵐　玲子 深谷市

75 令和4年3月6日 深谷市　第２１回ＧＧ白鳥大会 森　忠義 深谷市

76 令和4年3月6日 深谷市　第２１回ＧＧ白鳥大会 木村　博史 深谷市

77 令和4年3月10日 第１１回埼玉県ＧＧ選手権大会 栗原　常郎 行田市

78 令和4年3月10日 第１１回埼玉県ＧＧ選手権大会 森田　紀子 熊谷市

79 令和4年3月26日 幸手市　第２２回幸手市さくら杯GG大会 松本　好信 久喜市
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