
徳島県アマチュアゴルフ選手権競技 決勝　兼四国アマ２次予選競技

OUTスタート INスタート
組 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属 ｽﾀｰﾄ時刻 組 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属 氏　　名 1R 所　属

なかにし しげる はしもと けんじ にしかわ もとみ やなぎだ ひでき ごとうだ ひろし きたなか あきひろ たまき ひでお

FINAL ROUND　組合せ及びスタート時刻表

なかにし　しげる はしもと　けんじ にしかわ もとみ やなぎだ ひでき ごとうだ ひろし きたなか あきひろ たまき　ひでお

1 中 西 茂 82 鳴門ＣＣ 7
4
橋本 健司 83 御所ＣＣ

75
西川 元視 83 グランディ

76
柳田 英記 83 御所ＣＣ 7:45 1 後藤田 裕 83 タカガワ西

78
北中 昭博 83 四国ＣＣ

79
玉置 秀雄 83 グランディ

ひらの　こうじ こばやし　かずたか まるやま　のぶひろ ひらやま　まさとし もんや　じゅんいち あべ　たかひと みむら　けんじ

2 平野 浩司 82 四国ＣＣ 7
0
小林 数誉 82 タカガワ東

71
丸山 信博 82 グランディ

72
平山 昌俊 82 Jクラシック 7:52 2 門家 純一 83 阿南ＣＣ

81
阿部 崇仁 83 阿南ＣＣ

82
三村 謙治 83 タカガワ東

ふじもと　なおき たつた　なおゆき さとみ　ゆうすけ ますたに　こうざぶろう しちた　こうじ はらだ　たかあき いしの　みつお

3 藤本 直樹 82 四国ＣＣ 6
6
立田 直行 82 ゴルフ協会

67
里見 侑亮 82 タカガワ東

68
増谷光三郎 82 徳島ＣＣ 7:59 3 七田 幸治 83 レオマ高原

84
原田 隆昭 83 グランディ

85
石野 光雄 83 ゴルフ協会

0

なかおか　まさみ しのはら　のりまさ もとした　くにひろ おかだ　ひろし まえがわ　たくや たむら　みのる もりもと　きょうじ なかにし　りょういち

4 中岡 昌美 82 レオマ高原 6
2
篠原 教真 82 レオマ高原

63
元下 国広 82 レオマ高原

64
岡 田 弘 82 四国ＣＣ 8:06 4 前川 拓也 83 阿南ＣＣ

87
田 村 稔 83 阿南ＣＣ

88
森本 恭司 84 四国ＣＣ

89
中西 良一 84 タカガワ西

きりなか　とみひろ こうさき　ただよし まつもと　のぶお よこやま　みつひろ いけもと　たくみ はやし　しゅうじ ふじおか　しんじ おがわ　いさお

5 切中 富広 82 タカガワ東 5幸崎 唯由 82 眉山ＣＣ 松本 信生 82 四国ＣＣ 横山 光弘 82 四国ＣＣ 8:13 5 池 本 巧 84 鳴門ＣＣ 林 修 二 84 四国ＣＣ 藤岡 伸二 84 タカガワ東 小 川 勲 84 タカガワ東5 切中 富広 82 タカガワ東 5
8
幸崎 唯由 82 眉山ＣＣ

59
松本 信生 82 四国ＣＣ

60
横山 光弘 82 四国ＣＣ 8:13 5 池 本 巧 84 鳴門ＣＣ

91
林 修 二 84 四国ＣＣ

92
藤岡 伸二 84 タカガワ東

93
小 川 勲 84 タカガワ東

いうち　げんき ながせ　としゆき はまぐち　よういち いぐち　よしひと まるよ　ひでき たいち　たけよし いのした　たかお ばんどう　ただあき

6 伊内 元気 81 徳島ＣＣ 5
4
長瀬 敏行 82 四国ＣＣ

55
浜口 洋一 82 眉山ＣＣ

56
井口 芳仁 82 タカガワ西 8:20 6 丸与 秀喜 84 御所ＣＣ

95
泰地 孟芳 84 徳島ＣＣ

96
井下 孝雄 84 レオマ高原

97
板東 忠明 85 鳴門ＣＣ

はにゅう　けいじ おくやま　しんいちろう たにいち　ひろふみ おか　こうじ にしたに　けんじ たけいち　のぼる いが　ひろゆき やました　たけし

7 羽生 圭志 81 鳴門ＣＣ 5
0
奥山慎一郎 81 鳴門ＣＣ

51
谷一 浩史 81 阿南ＣＣ

52
岡 耕 司 81 グランディ 8:27 7 西谷 謙二 85 レオマ高原

99
武 市 昇 85 四国ＣＣ

100

伊賀 博之 85 御所ＣＣ
101

山 下 武 85 レオマ高原

たかみ　たけし はまぐち　しんいち こんどう　こうじ おかもと　ただお じょうとく　あつし なかの　かんじ にい　ひろゆき たにぐち　しょうま

8 高見 武志 81 御所ＣＣ 4
6
浜口 伸一 81 四国ＣＣ

47
近藤 浩二 81 タカガワ西

48
岡本 忠応 81 鳴門ＣＣ 8:34 8 上 徳 篤 85 タカガワ西

103

中野 寒次 85 四国ＣＣ
104

新居 浩幸 85 タカガワ西
105

谷口 祥麻 85 レオマ高原

おちあい　かずゆき さいとう　しゅうじ もちづき　のりひさ おおにし　としふみ やまぐち　よしあき てらい　としあき まさき　かおる にい　しゅうぞう

9 落合 一之 81 四国ＣＣ 4
2
齋藤 修治 81 グランディ

43
望月 徳久 81 グランディ

44
大西 利史 81 レオマ高原 8:41 9 山口 義昭 85 タカガワ西

107

寺井 利秋 85 タカガワ西
108

正 木 薫 85 Jクラシック
109

新居 周三 85 四国ＣＣ

たおか かずふみ たおか せいじ はら さだお さとう ひでき にしむら えいお おおにし よしやす あかいし　みつよし きたおか　まさなおたおか　かずふみ たおか　せいじ はら さだお さとう ひでき にしむら えいお おおにし よしやす あかいし　みつよし きたおか　まさなお

10 田岡 和史 80 タカガワ西 3
8
田岡 誠二 80 レオマ高原

39
原 貞 雄 80 タカガワ東

40
佐藤 秀樹 80 レオマ高原 8:48 10 西浦 鋭雄 85 タカガワ東

111

大西 義泰 85 レオマ高原
112

明石 光由 86 タカガワ西
113

北岡 正直 86 タカガワ西

たに　しゅういち かわむら　まさひと ふじさか　さとし おざき　ゆきお にしむら　ひろし なかやま　としお まつもと　よしのり おおいし　しげのぶ

11 谷 修 市 79 タカガワ西 3
4
川村 政仁 80 グランディ

35
藤 坂 智 80 タカガワ西

36
尾崎 幸夫 80 Jクラシック 8:55 11 西 村 裕 86 レオマ高原

115

中山 俊雄 86 タカガワ東
116

松本 良則 86 レオマ高原
117

大石 茂信 86 四国ＣＣ

たけはら　まさひろ かげやま　りゅうじ ごとう　ひでお すぎはら　たいが あわた　まさる みやうち　みねお おおにし　つとむ みやこ　ひでき

312 竹原 正弘 79 四国ＣＣ 3
0
蔭山 颯二 79 タカガワ東

31
後藤 秀男 79 四国ＣＣ

32
杉原 大河 79 タカガワ東 9:02 12 粟 田 勝 86 徳島ＧＣ

119

宮内 峰雄 86 タカガワ西
120

大 西 勉 86 タカガワ西
121

都 英 樹 86 タカガワ東

おのでら　ひでき にい　いちろう たにもと　なるき かしお　かずき はたおか　こうじ みなもと　しげみ あべ　よしひろ たにぐち　たかまさ

13 小野寺秀樹 78 ゴルフ協会 2
6
新居 一郎 78 グランディ

27
谷本 成輝 78 徳島ＣＣ

28
樫尾 一輝 79 タカガワ西 9:09 13 畑岡 孝治 86 タカガワ東

123

源 繁 美 86 タカガワ東
124

阿部 義弘 87 四国ＣＣ
125

谷口 隆政 87 タカガワ西

かもと　ひであき こんどう　ほんいち てらやま　とおる やまおか　なるとし はしもと　ひでひろ あさやま　ようじ つがわ　まさひこ やまだ　けんじ

14 加本 秀明 78 四国ＣＣ 2近藤 本一 78 徳島ＣＣ 寺 山 徹 78 徳島ＣＣ 山岡 成稔 78 徳島ＣＣ 9:16 14 橋本 英浩 87 タカガワ東 浅山 陽司 87 鳴門ＣＣ 津川 雅彦 87 タカガワ東 山田 賢二 88 御所ＣＣ14 加本 秀明 78 四国ＣＣ 2
2
近藤 本 78 徳島ＣＣ

23
寺 山 徹 78 徳島ＣＣ

24
山岡 成稔 78 徳島ＣＣ 9:16 14 橋本 英浩 87 タカガワ東

127

浅山 陽司 87 鳴門ＣＣ
128

津川 雅彦 87 タカガワ東
129

山田 賢二 88 御所ＣＣ

あきやま　みつお ふじもと　たつや さかた　みきお さかい　のぶゆき ただ　せいじ いちかわ　ひとし みやけ　けいすけ すみとも　かつひで

15 秋山 光夫 78 タカガワ西 1
8
藤本 達也 78 四国ＣＣ

19
坂田 幹夫 78 眉山ＣＣ

20
酒井 信行 78 グランディ 9:23 15 多田 誠二 88 鳴門ＣＣ

131

市川 仁士 88 鳴門ＣＣ
132

三宅 啓介 88 四国ＣＣ
133

住友 勝英 88 グランディ

うえもと　けんすけ みなもと　ゆうすけ よしなり　ひろかず ちはら　よしきよ いせ　めぐむ ふくしま　しんや なかやま　たけあき しげた　あゆむ

16 植本 健介 76 グランディ 1
4
皆本 祐介 76 レオマ高原

15
吉成 弘和 77 鳴門ＣＣ

16
千原 喜清 77 鳴門ＣＣ 9:30 16 伊 勢 恵 88 鳴門ＣＣ

135

福島 慎也 89 グランディ
136

中山 武昭 89 眉山ＣＣ
137

重 田 歩 89 阿南ＣＣ

なかにし　ひでき おやま　まさあき さかい　まさる てづか　しょうの あきやま　しげる くにおか　けいじ かさい　しゅんじ やまもと　くにはる

17 中西 秀樹 75 阿南ＣＣ 1
0
尾山 正明 76 タカガワ西

11
酒 井 勝 76 鳴門ＣＣ

12
手束 将之 76 徳島ＣＣ 9:37 17 秋 山 茂 89 四国ＣＣ

139

國岡 恵治 89 タカガワ西
140

笠井 俊志 89 タカガワ東
141

山本 国治 89 タカガワ東

たにぐち　いっせい おざき　りゅうじ さかの　あきひろ かめしろ　じゅんや みやこし　ひでのぶ いのうえ　なおき おおにし　とよみ おおた　ぜんぞう

18 谷口 一生 75 鳴門ＣＣ 6尾崎 竜二 75 阿南ＣＣ
7
坂野 明宏 75 Jクラシック

8
亀代 順哉 75 徳島ＣＣ 9:44 18 宮越 秀信 90 鳴門ＣＣ

143

井上 直樹 90 タカガワ東
144

大西 豊己 91 阿南ＣＣ
145

太田 善造 92 徳島ＧＣ

おか　しげゆき あかぎ　かずひこ たにぐち　くにひろ くにきた　やすなり やまもと　いちろう なかがわ　としお あべ　しゅういち こまつ　まさゆきおか　しげゆき あかぎ　かずひこ たにぐち くにひろ くにきた やすなり やまもと いちろう なかがわ としお あ 　しゅういち こまつ　まさゆき

19 岡 繁 幸 70 徳島ＣＣ 2赤木 和彦 72 タカガワ東
3
谷口 國博 73 鳴門ＣＣ

4
國北 泰成 74 グランディ 9:51 19 山本 一郎 92 タカガワ東

147

中川 俊大 92 レオマ高原
148

阿部 集一 93 眉山ＣＣ
149

小松 昌之 93 阿南ＣＣ

たにぐち　まさふみ きむら　たけし まえやま　えいじ たにぐち　はちろう

9:58 20 谷口 正文 95 レオマ高原
151

木 村 猛 95 鳴門ＣＣ
152

前山 暎二 95 徳島ＣＣ
153

谷口 八郎 98 鳴門ＣＣ

（注意事項） 主　催 徳 島 県 ゴ ル フ 協 会（注意事項） 主　催

１．欠席者のあった場合は、組合せを一部変更することがある。 期　日

２．マーカーは、次打者、最終打者のマーカーは第１打者とする。 場　所

３．病気、事故等のため参加を取り止める場合は必ず事前に徳島県ゴルフ協会、前日及び当日は開催コースへ届けること。

徳 島 県 ル フ 協 会

平 成 22 年 5 月 14 日

四国カントリークラブ

開催コース 能仁 勇四国カントリークラブ(Tel:0883-52-3115) 競技委員長



平成 22 年度 徳島県アマチュアゴルフ選手権競技決勝兼四国アマチュアゴルフ選手権競技二次予選 
 
 

開 催 日  平成 22 年 5 月 13 日(木)、14 日(金) 
開催コース  四国カントリークラブ 
主 催  徳島県ゴルフ協会 

 
 

競  技  の  条  件 
 

１． ゴルフ規則  
日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び本競技ローカル・ルールを適用する。 

２． 使用球の規格 
プレーヤーの使用球は R&A 発行の最新の公認球リストに載っているものでなければならない。   

３． 使用クラブの規格 
『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ｉ（Ｃ）1ａ』を適用する。 

４． ホールとホールの間での練習禁止 
『ゴルフ規則付Ｉ(Ｃ) 6ｂ』を適用する。 

５． プレーの中断と再開 
(１) 通常のプレーの中断（落雷などの危険を伴わない気象状況）については、ゴルフ規則６－８ｂ、ｃ、ｄに従って処置すること。 
(２) 険悪な気象状況にあるため、委員会の決定によりプレーが中断となった場合、同じ組の競技者全員がホールとホールの間にいたとき

は、各競技者は委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。１ホールのプレーの途中であったときは、各

競技者はすぐにプレーを中断しなければならず、そのあと委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。競

技者がすぐにプレーを中断しなかったときは、ゴルフ規則３３－７に決められているような、罰を免除する正当な事情がなければ、

その競技者は競技失格とする。この条件の違反の罰は競技失格。（ゴルフ規則６－８ｂ注） 
(３) プレーの中断と再開の合図については、サイレン及び本部より競技委員を通じて競技者に連絡する。 

６． ラウンド中の共用ゴルフカートの使用はこれを認める。 
カートは、キャディ及び共用するプレーヤーが運転(または操作)することができる。カートを使用する場合は、カートはプレーヤーの携

帯品の一部とする。カートを共用する場合は、共用のカートとそれに乗っている人や物は、球が関連している時は、すべてその球の持ち

主の携帯品とみなす。但し、そのカートを共用しているプレーヤーの一人がカートを運転(または操作)していたときは、そのカートとそ

れに乗っている人や物はすべてそのプレーヤーの携帯品とみなす。 
７． ７番ホールにおいて、グリーン右側のカート道路の上に球がある場合や、プレーヤーのスタンスや意図するスイングの区域の妨げになる場合は、

指定ドロップ区域に球をドロップすることができる。 

８． キャディ 
正規のラウンド中、プレーヤーが委員会によって指定された者以外をキャディとして使用することを禁止する。この条件の違反の罰は『ゴ

ルフ規則付Ｉ(Ｃ)3』を適用する。 
９． 36 ホールを終え、1 位にタイが生じた場合は、即日委員会の指定するホールにおいてホールバイホールによるプレーオフを行い優勝者を

決定する。なお、3 名以上でプレーオフが行われる場合には、優勝者以外の者は 2 位タイとする。 
10． 本選手権競技は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

ロ ー カ ル ル ー ル 
 

１． アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。 
２． 修理地は青杭を立て白線をもってその限界を標示する。 
３． ラテラル・ウォーターハザードは赤線をもってその限界を標示する。 
４． パッティンググリーンに近接する動かせない障害物について『ゴルフ規則付Ｉ(Ｂ)6』を適用する。 
５． 排水溝は動かせない障害物とする。 
６． 人工の表面を持つ道路に接した排水溝はその道路の一部とみなす。 
７． 樹木の支柱は動かせない障害物とする。また、樹木保護のための巻物施設(巻網など)は樹木の一部とみなす。但し、樹木の巻物にはさま

った球は、罰なしに、その真下の地点から１クラブレングス以内で、かつホールに近づかない所にドロップすることができる。取り出し

た球はふくことができる。本項の違反の罰は、２罰打。 
８． クローズド(closed)の標示のある予備グリーンはプレー禁止の修理地とし、その上に球がある場合や、プレーヤーのスタンスや意図するスイ

ングの区域の妨げになる場合は、 プレーヤーは、ゴルフ規則２５－１ｂ(ｉ)を適用しなければならない。本項の違反の罰は、２罰打。 
９． ９番ホールにおいて、高圧送電線に球が当たった場合は、そのストロークを取り消し、その球をストロークした所のできるだけ近くで、

罰なしに球をプレーしなければならない。(ゴルフ規則２０－５) その球をすぐには取り戻せない場合は、別の球に取り替えることがで

きる。本項の違反の罰は、２罰打。 
10． グリーン上ではパター以外のクラブを使用することを禁止する。 

注 意 事 項 
 

１． 競技の条件またはローカル・ルールに追加・変更がある場合は、ハウス内掲示板及びスタートに掲示して告示する。 
２． 練習は指定練習場にて行ない、打放し練習場においては備付けの球を使用し、スタート前の練習は１人ワンコインを限度とする。 
３． スタート時刻２０分前には受付けを済ませ、スタート時刻７分前には必ず、ティインググランド周辺に待機すること。 
４． プレーの進行に留意し先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。プレーの不当な遅延についてはペナルティを課すことがある。 
５． コース内での『携帯電話』の使用を禁止する。 
６． コース内は、禁煙となっております。 
※ コース内での打球事故による危険防止のため必ず着帽をして下さい。 

 

競技委員長 能仁 勇 


