
第 5 回 四国ダブルススクランブルゴルフ大会徳島県大会 
              期日： 令和 4 年 8 月 17 日（水）・19 日（金） 
              競技場：タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部 
              主催： 徳島県ゴルフ協会 
 
■競技規則及びローカルルール 
 1. 本競技はＪＧＡ規則及び本競技のローカルルールを適用する。 
 2. １８ホールストロークプレー（ダブルススクランブル方式）、ハンディキャップはＷペリア方式で算出する。  
 3. ティショットの球が 2 人ともＯＢの場合は、全ホール前方の特設ティ（黄マーク）よりプレイング 4 にてプレー 
   しなければならない。 
 4. ティショットにおいて、１８ホールのうち１人最低６ホールを選択しなければならない。 
   また、アテストの際にティショットを選択した選手を記入する必要があるので、チェックしておくこと。  
   ※その他のルールはパンフレットに記載している通りです。 
 5. 異なるティマークからプレーする組は、必ず後方のティマークからプレーする選手からティショットを打たなければな

らない。 
. 6. 使用ティマークは次の通りです。 
    ・男性  一般 ：青マーク、 今年中に 70 才以上になる方 金マークとします。 
    ・女性  一般 ：白マーク  今年中に 60 才以上になる方 赤マークとします。 
 7. 同ネットの場合には、①グロス上位 ②10～18 のマッチングとします。 
 8. 四国大会への出場資格は、①グロス優勝チーム、②ペリアの上位 11 チーム（グロス優勝チームは除くです。） 
 
■大会運営について 
 1. チームメイトの変更は、スタートの１時間前まで受付をします。 
 2. 参加費について：スタート表発送後のキャンセルについては、参加費が必要となります。 
 3. 欠場チームやその他諸事情で当日に組合せを一部変更する場合があります。 
 4. レストラン・浴場は、感染対策に心がけ通常通りに営業しております。つきましては昼食の持ち込みはご遠慮ください。 
 5. お昼休憩の時間内でのクラブハウス内への立ち入りはＯＫとします。 
 6. プレー費について：平日の練習ラウンド及び大会当日は、パンフレットに記載している料金でプレーできます。 
 7. プレー中以外はマスクの着用をお願いします。特にアテスト時には必ずマスクの着用をお願いします。 
 8. クラブハウス内のあらゆる場所に消毒液を設置しておりますので、頻繁に手指の消毒をお願いします。 
 9. 大会の予備日について：台風や大雨の気象条件により大会が成立しなかった場合には、予備日 8 月 26 日（金）に 
   変更し開催致します。 
 10. 成績表の掲示、表彰式も実施しません。プレーし終了後はクラブハウス内にとどまることなく速やかに退場するようお

願いします。 
 11. 成績表については、開催コース及び徳島県ゴルフ協会のホームページですみやかに公開します。 
 12. 本大会の順位賞は、ゴルフ振興券・プレー無料招待券としております。 
 13. 予選通過したチームは、8 月末までにタカガワ西徳島ゴルフ俱楽部に参加費を振り込み、申し込み書をＦＡＸして 

下さい。 
 
■新型コロナウィルス感染症に関するお願いと注意事項 
選手はじめ大会運営に携わるすべての方々は、日頃より新型コロナウィルスの特製を理解し感染予防の行動をとって下さい。 
 ≪大会前の注意事項≫ 
 ●大会前 10 日以内に感冒症状があった方は参加をご遠慮下さい。（他の疾患による場合を除く） 
  ※症状例 発熱・せき・全身の倦怠感・頭痛・せき以外の呼吸器症状・吐き気やおう吐・下痢・臭覚障害や味覚障害など 
 ●陽性者濃厚接触した方。例：距離（1ｍ）でマスクなしで 15 分以上会話した。 
 ●海外からの帰国者は国で定める自主隔離期間を終了すること。 
 ≪大会中の注意事項≫ 
 ●来場時は必ず検温をお願いします。（玄関入口に設置） 
 ●ロッカールーム内での密を避けるため、なるべくゴルフウェアーでのご来場をお願いします。 



Ｎｏ チーム名 代表者⽒名 ⽒名 時間 チーム名 代表者⽒名 ⽒名
1 めだかの家 佐藤 秀樹 佐藤 忠則 7:00 祖⾕Ａチーム ⼭本 良⼆ 藤原 啓⼆
2 ひいじいちゃんガンバレ⻑元   太 ⻑元 陽太 7:07 ガンバレひいじいちゃん⻑元 伸⼆ ⻑元 健⼀
3 スマイルⅡ ⻑瀬 敏⾏ 川原   明 7:15 ダブルＫ 川村 政仁 加本 秀明
4 Ｎ・Ｏ 太⽥ 善仁 永⽥ 良光 7:22 チームＭＹ 宮本 将裕 中村 友紀
5 エクシブＨ・Ｓ ⼤浦 秀喜 丸橋 志帆 7:30 エクシブＴ・Ｔ 徳⼭ 敏⼀ 武地 亜実
6 ＩＮＧ３ 鳶ケ巣 淳 ⽵⽥ 誠治 7:37 ＩＮＧ２ ⻄真⽥ ⼤祐 根本 あかね
7 のんちゃん 岸   憲明 佐野 光代 7:45 ＰＴ１５ ⼭中 勝⼆ ⼭中 冽⼦
8 Ｔｅａｍ-ＩＳ 新開 秀幸 ⼀ノ宮 惠敬 7:52 Ｔｅａｍ-ＭＨ 三⽊ ⼀志 浜⽥ 邦久
9 Ｔｅａｍ Ｋ・Ｋ 森島 浩司 森島 加代⼦ 8:00 Ｔｅａｍ Ｔ・Ｍ 中川 智裕 中川 百恵

10 凸凹コンビ  ⾓⽥   健 ⼭⻄ 直也 8:07 かもしか 松尾 勝彦 別府 ⼤和
11 チームでこぼこ 岡本 憲明 美⾺ 佳正 8:15 チームスマイル 阿佐 尚和 槙⼭ 知恵⼦
12 ジョリ三郎 阪本 寛典 佐伯 拓哉 8:22 ぐりとぐら５５６９澤⽥恵⾥⼦ 上⼿ 洋⼦
13 チームザキイシ 林   径孝 ⽯﨑   岳 8:30 チームのんべえ 本⽥ 秀信 篠原   豊
14 オレンジＡ 渡辺 左千夫 髙橋 章⼆ 8:37 オレンジＢ ⽯川 洋⾏ 合⽥ 晴彦
15 ＴＥＡＭ Ｙ・Ｇ 吉⽥   正 郷⽥ 和⼦ 8:45 アミーゴ徳島 吉川 裕昭 吉川 雅美
16 藤永１３５ 藤井 広計 永松   昭 8:52 浩克８８ 乾   浩章 平岡 克啓
17 今夜は焼き⾁ ⽊下 祐⼦ 髙⽥ 郁江 9:00 いいね！ 永松 広恵 清⽔   恵
18 チームプレミア 岸⽥ 和典 加地 暁美 9:07 いっせａｎｄひかり上⽥ ⼀聖 永⽥ 光⾥
19 チーム友ワン 岡⽥ 裕之 川原 養⼠栄 9:15 チーム友ツー ⼩野寺 秀樹 近久 美智代
20 上⽥塾Ａ 上⽥ 裕幸 ⼄島  清 9:22 上⽥塾Ｂ 寺尾 雅明 三好 賢太郎
21 上⽥塾Ｇ 窪   光基 伊藤 太貴 9:30 上⽥塾Ｆ 眞鍋 ⼤介 篠原 正和
22 上⽥塾Ｅ ⾼橋 祐輝 村上 健太 9:37 上⽥塾Ｈ ⼭⽥ ⼼平 伊藤 秀樹
23 お達者クラブ 藤村 勝利 ⻄尾 百合⼦ 9:45 チームデコ 吉⽥ 武司 ⿓⽔ 正樹
24 でこぼこコンビ 森崎   寛 安平 浩⼆ 9:52 チーム⼭林 ⼤成 照明 林   喜治
25 天使と悪魔 宇城 真由美 岡⽥ 公喜 10:00 やる気満々 松村 富栄 ⽥中 幹久
26 チーム72 溝杭 善弘 ⼩林 堅治 10:07 ブラックゴッドⅡ 神⽥ 圭三 ⿊笹 明美

Ｎｏ チーム名 代表者⽒名 ⽒名 時間 チーム名 代表者⽒名 ⽒名
27 チームＳＳ ⼭下 伸⼆ ⼤⽯ 茂信 7:00 Ｍ２ 松本 信⽣ 三宅 啓介
28 チルト３．５ 松葉 貢⽣ 松葉 明美 7:07 チームミッちー 前川 光英 兼光 千歳
29 ｗｉlｄｆｉｓｈ Ａ⼩松 誠治 渡辺 直樹 7:15 ｗｉlｄｆｉｓｈ Ｂ川崎 ⼀輝 伊勢 悦久
30 チームえんさく 遠藤 恭司 遠藤 さくら 7:22 江⼾の代⾏努めます 岡本 崇志 笠井 菜々
31 Ⅰ＆Ｙ 鎌⽥ 泰浩 鎌⽥ 郁⼦ 7:30 ｈｕｉｔ(ユイット)坂東 ⽂夫 中川 江理⼦
32 ＭＭモンスター号 三原 克美 福島   勲 7:37 タヌキとオサル 岩朝 昌男 今川 晴美
33 ☆ＰＨＡＮＴＯＭ☆中尾   建 ⾼橋 ⼀正 7:45 おあげシャン 五⼗嵐 唯 松岡 忠宏
34 ＴＥＡＭ師弟コンビ⼟肥 雅彦 杉本 良太 7:52 阿波道路 福⽣ 博之 福⽣ 満広
35 とびら開けて ⻄⾕ 英昭 新開 由⾥⼦ 8:00 まぁちゃん・よっちゃ中岡 昌美 古川 義幸
36 伸び盛り 三好 謙⼀郎 ⼭川 ⿇依⼦ 8:07 ｔｅａｍ ＮＡＢＥ渡邊 ⼤晃 渡邊 亜⽮
37 徳島ヒーローズ 幸崎 唯由 ⼤植 好⾏ 8:15 ウルトラマン 中⼭ 武昭 安藝 通彦
38 居酒屋 楽家Ａ ⼤森 博⼀ 原⽥ 修⾝ 8:22 居酒屋 楽家Ｂ ⻄原 泰廣 中⻄   太
39 スプリンガーズ 中條 史朗 ⻑尾 直⼈ 8:30 下所の極 ⻑尾 勝則 林⽥ 英司
40 ジョージア 岡⽥ ⼀功 曽我部 善⽣ 8:37 おっちゃん 椿本 明仁 光兼 征三
41 Ｆ＆Ｋ ⽚岡 義夫 藤本 敏夫 8:45 チームいい友 伊勢   恵 井原 年夫
42 ＭＡ、ＳＡ ⽇野浦 直哉 ⽇野浦 さと⼦ 8:52 アバンティ 橋本 章⼀ ⾕ マサヨ
43 シリー(Ｓｉｌｌｙ)篠野 義秀 中川 紋⼦ 9:00 ＭｉＭｉ 近藤   実 中⾕ 美恵
44 ピン ⽣⽥ ⼀彦 三⽊ 健司 9:07 ひこえもん 佐々⽊ 礼⼦ 塩江 義彦
45 たかつよぽん 河野   強 続⽊ 貴恵 9:15 遊⼈会 細川 直樹 藤岡 善紀
46 チーム松春 松原 誠⼆ 春⽊   透 9:22 ナイスボキー 樋⼝ 正寿 森   尚嗣
47 Ｃａｍｃｅｒ ⾕村 有⼀ 柴尾 ⽻梨 9:30 松⻄コンビ 松村 弘⼆ ⻄岡 美⾹
48 カシワイ・アキタペア柏井 義之 秋⽥ 明美 9:37 ワンハンドレット 森⽥ 英郎 仁尾   ⾹
49 カズ＆ヨシ ⼭本 和尚 寺川 能央 9:45 ヨシ＆セイ 川村   聖 ⽥村 義之
50 かっちゃん・はっちゃん⽊元 勝⼀ ⽊元 初美 9:52 かっちゃん・はっちゃん⽥埜 勝美 阿部 初美
51 ＴＥＡＭ ディビジョン篠原 敦志 東村 菜保⼦ 10:00 チームギャラリー ⽻藤 悟志 ⼟井 千絵美
52 チームリンリン 森 俊治 森 凛 10:07 チームもぐら 秦泉寺 昭薫 秦泉寺 智仁

第5回 四国ダブルススクランブルゴルフ徳島⼤会 組合せ及びスタート時刻表

★アウトコース

★インスタート



男性70歳以上 ⼥性⼀般    ⼥性60歳以上

◇スタート時間の３０分前には受付を済ませて下さい。 ★期   ⽇ ： 令和４年８⽉１７⽇(⽔) 
◇スタート時刻の１０分前にはティインググラウンド周辺で待機して下さい。 ★競技場 ： タカガワ⻄徳島ゴルフ俱楽部

◇各チームはプレーの進⾏に留意し、球の選択やアドバイス等を迅速に⾏って下さい。 ★主   催 ： 徳島ゴルフ協会

(注意事項)


