
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   令和 ２年 ３月 ７日（土） 
競技場   タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 
主 催   徳 島 県 ゴ ル フ 協 会 
 

令和２年度徳島県ゴルフ協会が主催する競技は、R&AとUSGAが承認したゴルフ規則（２０１９年１月施行）と 
下記のローカルルールと競技の条件を適用する。ローカルルールと競技の条件の修正や追加については各競技の競 
技規定やプレーヤーへの注意事項及び各会場の公式掲示板で確認すること。 
別途規定されている場合を除き、ローカルルールの違反の罰は一般の罰（2打罰） 

 
ローカルルールと競技の条件 

１． アウトオブバウンズ    
アウトオブバウンズは境界の白杭のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。 

２． 異常なコース状態（動かせない障害物を含む） 
（a）修理地 

     (1) 青杭を立て、白線で囲まれた区域 

     (2) 委員会が異常な損傷とみなした地面 

（b）動かせない障害物 

     (1) コース内の排水溝、集水桝、散水設備、道路、その他の人工の構築物 

     (2) 地中に埋まっている距離標示板 

     (c) パッティンググリーンに近接する動かせない障害物（スプリンクラーヘッド） 

     次の場合規則１６.1に基づく救済を受けることができる。 

     プレーの線上にあり、パッティンググリーンから２クラブレングス以内で球からも２クラブレングス以内に 

ある場合。 

３．クラブと球     

  （a）適合ドライバーヘッドリスト:ローカルルールひな型Ｇ－１を適用する。 

  （b）適合球リスト:ローカルルールひな型Ｇ－３を適用する。 

    （a)と(b)の違反の罰は失格 

４．練習 
  （a）プレーヤーはラウンド前やラウンドとラウンドの間に競技コースで練習をしてはならない。 

(b) ２つのホールのプレーの間、プレーヤーは次のことをしてはならない。 

  ・終了したばかりのパッティンググリーンやその近くで練習ストロークを行うまたは、 

  ・終了したばかりのパッティンググリーンの表面をこすったり、球を転がすことによってパッティンググリー 

   ン面をテストする。 

５．プレーの中断と再開の方法  

  次の信号がプレーの中断と再開に使われる。 
  通常の中断：短いサイレンを繰り返して通報する。 
  険悪な気象状況による即時中断：２回の長いサイレンを鳴らして通報する。 
  プレーの再開：１回の長いサイレンを鳴らして通報する。 
６．移動 
  ラウンド中、プレーヤーはいつでも動力付きの移動機器に乗車することができる。 
７．スコアカードの提出 
  スコアリングエリア方式を採用する。 
８．タイの決定 
  １０番ホールから１８番ホール、１３番ホールから１８番ホール、１６番ホールから１８番ホール、１８番ホール 
  のスコアに基づくマッチングスコアカード方式により決定する。それでもタイの場合は関連する競技規定で上位者 
  ３０名の出場選手を決定する。 
９．競技終了時点 
  競技の結果は最終成績表が競技会場の公式掲示板に掲載された時に最終となる。 
 
注意事項 
１．スタート時間１０分前には必ずティーイングエリア周辺で待機すること。 
２．コース内で携帯電話は委員会の許可なく使用することを禁止する。 
３．先行組との間隔を不当にあけないよう注意すること。不当な遅延はペナルティーを課すことがある。 
４．コース内では打球事故防止のため必ず着帽してください。  
                                               競 技 委 員 長 



徳島県アマチュアゴルフ選手権競技Ａ予選

OUTスタート INスタート
PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB TIME PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB PLAYER CLUB

1 木村 義孝 113 東徳島 森友 邦明 69 ⻄徳島 貞野 昌良 34 御所CC ⽴田 仁哉 89 阿南CC 8:00 17 ⻄内 宏一 127 Jクラシック ⼾田 祐司 東徳島 露田 一翔 月の宮 永正 智也 ⻄徳島

2 中野 寒次 53 四国CC 山口 泰範 96 東徳島 島田 勝義 72 ⻄徳島 澤口 博之 12 鳴門CC 8:08 18 山本 国治 103 東徳島 木 村 猛 鳴門CC 福原 義則 ⻄徳島 冨士井友樹 吉野川

3 都 英 樹 90 東徳島 巽 勇 人 15 月の宮 吉川 裕昭 28 御所CC 古田 浩二 79 ⻄徳島 8:16 19 相田 泰寿 24 御所CC 近藤 浩二 ⻄徳島 桑原 茂樹 東徳島 泰地 宏伸 月の宮

4 ⻄村 美文 25 御所CC 三木 武文 68 ⻄徳島 増原 滋久 42 眉山CC 髙橋 裕之 93 東徳島 8:24 20 仁義 泰憲 61 四国CC 大 下 弘 東徳島 松 尾 久 御所CC 髙松 博史 ⻄徳島

5 ⾦山 誉典 67 ⻄徳島 瀬⼾ 威志 32 御所CC 木内 保太 94 東徳島 出口 智也 17 月の宮 8:32 21 播 田 寛 26 御所CC 湯浅 明男 月の宮 三原 克美 ⻄徳島 ⻄岡 真弘 東徳島

6 谷 口 孝 27 御所CC 中川 憲一 18 月の宮 森 圭 介 77 ⻄徳島 山上 真範 9 鳴門CC 8:40 22 林 保 志 124 Jクラシック 大植 好⾏ 東徳島 阿部 雅史 鳴門CC 稲岡 明人 ⻄徳島

7 武田 紘汰 14 月の宮 吉岡 俊⾏ 33 御所CC 福良 信之 62 四国CC 堀田 隆史 100 東徳島 8:48 23 篠 原 豊 64 ⻄徳島 髙橋 公二 グランディ 本 多 浩 東徳島 石 﨑 岳 四国CC

8 富永 清充 54 四国CC 新開 秀幸 41 眉山CC 後藤田賀博 71 ⻄徳島 仁木 亮介 3 吉野川 8:56 24 吉本 昭仁 22 月の宮 石原 智仁 眉山CC 三 好 亮 ⻄徳島 大岸 義治 東徳島

9 藤 坂 智 63 ⻄徳島 矢間 優希 102 東徳島 安友 秀明 59 四国CC 川田 真司 40 御所CC 9:04 25 上 徳 篤 58 四国CC 佐藤 教治 東徳島 三 居 誠 鳴門CC 富岡 健司 ⻄徳島

10 水主 達也 20 月の宮 宮崎 健治 88 阿南CC 國⾒ 真一 75 ⻄徳島 久米 克典 104 東徳島 9:12 26 小川 敬司 66 ⻄徳島 太田 一成 阿南CC 平本 耕一 東徳島 大⻄ 純二 鳴門CC

11 藤原 啓二 115 レオマ高原 村上 正師 30 御所CC 鶴澤 敏弘 126 Jクラシック 佐光 善雅 82 ⻄徳島 9:20 27 田中 正記 23 月の宮 吉岡 直也 眉山CC 浜渕 拓也 御所CC 川上 洋明 吉野川

12 白石 裕晃 65 ⻄徳島 濱田 勝幸 110 東徳島 赤川 貴斗 44 眉山CC 小泉 勝也 5 鳴門CC 9:28 28 藤川 忠春 84 ⻄徳島 板東 大貴 東徳島 高原 邦夫 Jクラシック 岡 大 地 レオマ高原

13 田村 哲也 56 四国CC 平野 賢一 85 ⻄徳島 岸上 賀洋 122 レオマ高原 浅山 浩一 37 御所CC 9:36 29 太田 善造 52 四国CC 和泉 安武 御所CC 山本 良二 レオマ高原 出島 伸也 眉山CC

14 三木 孝美 117 レオマ高原 松原 誠二 106 東徳島 濵渕 裕生 7 鳴門CC 中川 真弘 47 眉山CC 9:44 30 柴垣 健太 118 レオマ高原 藤本 悠貴 月の宮 元木 義治 眉山CC 佐藤 彰師 御所CC

15 藤本 直樹 57 四国CC 篠原 和樹 121 レオマ高原 森 貴 雄 43 眉山CC 四宮 敏彦 39 御所CC 9:52 31 森崎 善人 95 東徳島 元下 国広 レオマ高原 矢野 和也 ⻄徳島 坂東 博文 眉山CC

16 合田 慶尚 120 レオマ高原 丸山 幸二 29 御所CC 増井 義治 109 東徳島 中塚 博紀 129 グランディ 10:00 32 谷藤 真斗 119 レオマ高原 中 堀 孝 東徳島 藤村 勝利 四国CC 仲山 佳孝 鳴門CC

主　催

（注意事項） 期　日

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。 場　所

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。

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。

　　　開催コース︓ ℡

組合せ及びスタート時刻表

徳 島 県 ゴ ル フ 協 会

令 和 02 年 03 月 07 日

タ カ ガ ワ 東 徳島 ゴ ル フ 倶 楽部

タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 088-678-0001 競技委員⻑ 後 藤 秀 男


