
徳島県アマチュアゴルフ選手権競技予選兼 
四国アマチュアゴルフ選手権競技一次予選A 

 
競技日   平成３１年 ３月１４日（木） 
競技場   四 国 カ ン ト リ ー ク ラ ブ 
主 催   徳 島 県 ゴ ル フ 協 会 

 
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．プレー条件    １８ホールストロークプレー、スクラッチ 
 
３．タイの決定    順位にタイが生じた場合はマッチングスコアカード方式により順位を決定する。 
 
４．使用球の規格   ストロークを行うときに使用する球はＲ＆Ａが発行する最新の適合球リストに 

           記載されていなければならない。 

 
５．使用クラブ        ストロークを行うときに使用するドライバーはＲ＆Ａが発行する最新の 

の 規 格     適合ドライバーリストに記載されているクラブヘッドを持つものでなければならない。 

 
６．競技終了時点   競技の結果は最終成績発表が競技会場の公式掲示板に掲載されたときに最終となる。 
 
７．参加資格    徳島県ゴルフ協会加盟クラブの会員。 

歴代優勝者を除く前年度６０位タイまでの選手（シード選手）並び前年度協会 
加盟クラブのクラブ選手権の参加者で競技委員長の推薦する３名の選手は本予選 
競技には出場できない。 

 
本大会開催日において、前年度国体・スポーツマスターズ選考競技で各部門の 
上位５名 ミッドアマ上位７名（シード選手・ノンメンバーを除く） 
合計１７名の選手は本予選競技に出場する事はできない。 

 
徳島県アマチュアゴルフ選手権歴代優勝者は本予選競技出場できない。 

 
                     中学生以下の選手が参加する場合学校長の参加許可証明を要する． 
 
８．入   賞    １位～３０位までの選手は４月１７日～１８日開催の本選の出場資格となる。 

（会場 レオマ高原ＧＣ） 
 

９．参 加 料    ３,０００円     申込期日後の参加取消の場合、参加料は返金しない。 
 
10．参加申込    参加希望者は所属クラブへ参加料を添えて申込むこと。 
           申込を受けたクラブは所定の申込用紙に記入し、参加料を添えて協会に申込む 
           こと。（口座番号：阿波銀行国府支店（普）0204365 徳島県ゴルフ協会） 
 
11．申込期日    平成３１年  ２月 ２７日（水） 必 着 
           締切り後の申込は理由の如何を問わず受理しない。 



 
12．指定練習日    所属クラブにエントリーを済ませた選手は、エントリーを行った時点より 
           練習ラウンドをする事が出来る。 

平日は会員料金５,０００円（税別）土・日・祝は、会員料金＋２,０００円にて 
プレーする事が出来る。 

 食事などについては、別途料金と致します。 
           スタート予約は、開催クラブに必ず確認して下さい。 
                       
12．個人情報に       参加希望者は、参加申込みに際し、「徳島県アマチュアゴルフ選手権競技参加申込 
    関する同意       書」により、徳島県ゴルフ協会が取得する参加申込者の個人情報を次の目的の範囲 
    内容             内で他に提供（公表）することについて、あらかじめ同意することを要する。 
                    （１）徳島県アマチュアゴルフ選手権競技の参加資格の審査。 

                    （２）本競技の開催及び運営に関する業務 

                          これには参加者に対する競技関係資料の発送や関係機関（報道機関を含む）に 

                          対する参加者の氏名、所属、その他選手紹介情報並びに競技結果の公表を含む。 
                    （３）参加申込書による個人情報と、この大会における競技結果の記録の保存、並びに 
                          競技終了後において必要に応じ参加申込書に記載された情報の適宜の方法による 
                          公表。 
13．肖像権に関       参加希望者は、参加申込みに際し、本選手権競技に関して、報道・広報のため、 
    する同意内容     あるいは、徳島県ゴルフ協会の目的に反しない範囲で利用するために、写真・ 
                     その他の各種記録媒体による収録物，複製物あるいは編集物にかかる競技者の 
                     肖像権を、徳島県ゴルフ協会に譲渡することを、あらかじめ承諾することを要する。 
 
＊ 付  記     本年度徳島県アマチュアゴルフ選手権決勝競技出場選手は以下の通りです。 

（１）徳島県アマチュアゴルフ選手権A・Ｂ 各予選競技３０位までの選手。 
   マッチングスコアカード方式により３０名を決定する。 
（２）歴代優勝者を除く前年度徳島県アマチュアゴルフ選手権決勝競技における 

６０位タイまでの選手。 
                    （３）前年度協会加盟クラブのクラブ選手権にて歴代優勝者を除く前年度徳島県アマ 

チュアゴルフ選手権決勝競技における６０位タイまでの選手以外で各クラブの 

クラブ選手権にて競技委員長が推薦する３名の選手。 
（４）国体・スポーツマスターズ選考競技で各部門の上位５名（シード選手を除く） 

合計１０名の選手。 
（５）徳島県ミッドアマゴルフ選手権で上位７名（シード選手を除く） 

                    （６）徳島県アマチュアゴルフ選手権歴代優勝者 
           
 

 
以 上 



ＮＯ１．

※ 板東 篤司 月の宮 江西 博文 Ｊクラシック 徳島ＧＣ 西徳島

古林 敬介 レオマ高原 田村 真一 西徳島 八阪 信樹 幾原大輔

※ 尾崎 竜二 阿南ＣＣ 西谷 英昭 レオマ高原 梅田 貴文 金山誉典

奥山慎一郎 鳴門ＣＣ 上徳　篤 四国CC 成木 慎治 永田良光

岡山 恭大 眉山ＣＣ 東道 和仁 東徳島

古川惣一朗 Ｊクラシック 谷藤 真斗 レオマ高原

福島 慎也 Ｊクラシック 逢坂 宜孝 東徳島 鳴門ＣＣ 阿南ＣＣ

※ 谷口 國博 鳴門ＣＣ 酒井　勝 鳴門ＣＣ 歯朶尾博明 石野光雄

花崎　大 東徳島 山下 伸二 四国CC 辻　　嘉行 田村泰章

原　　貞雄　 東徳島 矢間 優希 東徳島 濱渕 裕生 立田直行

成松　翔 月の宮 山田 直人 月の宮

※ 千原　喜清 鳴門ＣＣ 太田 一成 阿南ＣＣ

尾島　克典 四国ＣＣ 水主 達也 月の宮 徳島ＣＣ 東徳島

三好　猛 レオマ高原 太田 善造 四国CC 島川 建明 安藝通彦

岡　　繁幸 鳴門ＣＣ 宮越 秀信 御所ＣＣ 堀井 俊佑 佐藤教治

寺山　徹 月の宮 山田 賢二 御所ＣＣ 菅野 芳延 澤口幸司

木村 剛志 グランディ 岡本 浩希 御所ＣＣ

古川 貴士 Ｊクラシック 林　径孝 西徳島

田村　稔 阿南ＣＣ 山口 稔直 鳴門ＣＣ 御所ＣＣ レオマ高原

板東 忠明 鳴門ＣＣ 近藤 本一 月の宮 山口 義昭 篠原教真

佐藤 秀樹 レオマ高原 松濤 直良 四国CC 橋本 健司 中川　智

多田 旺生 月の宮 都　英樹 東徳島 新見　　功 田岡和史

安喜 正満 グランディ 藤本 直樹 四国CC

幸崎 唯由 眉山ＣＣ 笠井 俊志 東徳島

※ 橋本 和樹 御所ＣＣ 藤本 達也 四国ＣＣ 眉山ＣＣ Ｊクラシック

※ 真井 純一 御所ＣＣ 森　健太 レオマ高原 赤川 雅三 大浦　一

阿部 義弘 四国ＣＣ 池田 鳴美 西徳島 浜口 洋一 郡　弘文

樫尾 一輝 西徳島 溝延 茂樹 四国ＣＣ 蓑手 重夫 高木政司

藤本 昌一 四国ＣＣ 三宅 啓介 四国ＣＣ

鎌田 幸義 グランディ 多田　誠二 グランディ

一ノ宮惠敬 阿南ＣＣ 四国ＣＣ グランディ

松葉 貢生 御所ＣＣ 清水　匠 酒井信行

望月 徳久 鳴門ＣＣ 松本信生 川村政仁

明石 光由 西徳島 大石茂信 齋藤修治

畑岡 孝治 東徳島

徳山 敏一 グランディ

柳田 英記 御所ＣＣ

※は重複選手

2019年度徳島県アマチュアゴルフ選手権競技シード選手一覧表

2018年徳島県アマチュアゴルフ選手権競技 2018年クラブ選手権（１２クラブ）



ＮＯ２．

１回 岡田 昌治 徳島ＧＣ 西徳島
２回 谷口 隆政 羽生　圭志

３回 尾崎 幸夫 阿南ＣＣ
４回 尾崎 幸夫 石川　幸一

５回 尾崎 幸夫 徳島ＣＣ 領田　英男

６回 増谷 芳信
７回 尾崎 幸夫 東徳島
８回 奥野 俊秀 吉田　星也

９回 尾崎 幸夫 御所ＣＣ 関寺　浩雄

１０回 尾崎 幸夫 小林　数誉

１１回 尾崎 幸夫 増谷光三郎

１２回 尾崎 幸夫 眉山ＣＣ
１３回 尾崎 幸夫 小野寺秀樹 レオマ高原
１４回 真井 純一
１５回 福本 建 Ｊクラシック
１６回 平山 昌俊 四国ＣＣ
１７回 二見 辰伯 平野　浩司 グランディ
１８回 真井 純一 落合　一之

１９回 尾崎 幸夫 協会　推薦

２０回 尾崎 幸夫
２１回 尾山 正明
２２回 平山 昌俊
２３回 千原 喜清
２４回 森井 國博 鳴門ＣＣ レオマ高原
２５回 森井 國博 谷口　一生 七田　幸治

２６回 金子 景一 市川　仁士 三好謙一郎

２７回 高橋 佳伸
２８回 高橋 佳伸
２９回 高橋 佳伸 東徳島 グランディ
３０回 尾崎 竜二 月岡　洋介 新居　一郎

３１回 田岡 誠二 レオマ高原 大浦　秀喜

３２回 橋本 和樹 御所ＣＣ
３３回 赤木 和彦 タカガワ東
３４回 皆本 祐介 レオマ高原
３５回 山岡 成稔 月の宮
３６回 植本 健介 阿南ＣＣ
３７回 亀代 順哉 月の宮
３８回 亀代 順哉 阿南ＣＣ
３９回 尾崎 竜二
４０回 板東 篤司 月の宮
４１回 杉原 大河
４２回 板東 篤司 月の宮

グランディ

阿南ＣＣ

鳴門ＣＣ
鳴門ＣＣ

鳴門ＣＣ
鳴門ＣＣ
鳴門ＣＣ

鳴門ＣＣ

鳴門ＣＣ

徳島フォレスト

Ｊクラシック
鳴門ＣＣ

御所ＣＣ
御所ＣＣ
徳島ＧＣ

2019年度徳島県アマチュアゴルフ選手権競技シード選手一覧表

鳴門ＣＣ

鳴門ＣＣ

2018年国体・マスターズ選考競技

御所ＣＣ
御所ＣＣ

徳島県アマチュアゴルフ選手権競技
歴代優勝者

御所ＣＣ

Ｊクラシック
新阿波ＣＣ

御所ＣＣ

鳴門ＣＣ
鳴門ＣＣ

鳴門ＣＣ

2018年ミッドアマ選手権競技

タカガワ東
タカガワ東
阿南ＣＣ

鳴門ＣＣ
鳴門ＣＣ
阿南ＣＣ




