
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 チームＫＹ 近藤 本⼀ ⼭路 ⼤介 7:00 チームＩＴ 稲岡 拓郎 巽   勇⼈
2 ケンシロウとユダ 栗林   良 篠原 宏典 7:07 Ｂʼｚ（松本と稲葉）松浦 匡孝 下川 誠司
3 ドラえもんズ 藤本 祐治 ⼤⽯ 菜未 7:15 ジャイアンとスネオ堤    学 茅窪 勇貴
4 多⽥Ｍａｇｉｃ 中⼭ 祐⼆ 多⽥ 圭吾 7:22 Ｐａｎｔｙ Gets 中⼭ 啓介 近藤 祐太
5 ＡＳＡＮ＠ＧＧ 平尾 壮作 ⾼畑 茂佳 7:30 でんぐり倶楽部 吉村 政昭 福島 徳夫
6 Ｈ＆H 漆原 博之 漆原 弘枝 7:37 さぬきの笑がお ⻑尾 隆司 松村 奈央⼦
7 つきしま ⽉岡 靖憲 島⽥ 勝義 7:45 たまふく 福原 義則 ⽟井 正夫
8 かよ&のり 鈴⽊ 佳容⼦ 鈴⽊ ⼀則 7:52 ＴＳＤ４８ 中⻄ 博也 ⽊下 由貴⼦
9 出⼝接⾻院 幾原 ⼤輔 ⽊村 美枝 8:00 プロジェクトD 出⼝ 智也 浜   紀⼦

10 まるやＡ 久⽶ 克典 加統   剛 8:07 まるやＢ 明⽯ 光由 後藤⽥ 賀博
11 ⼭福１３７ ⼭室 博⽂ 福⽥ 純久 8:15 チームＫ・Ｎ ⼭⽥ 賢⼆ ⼭⽥ 直⼈
12 サーセン ⼭下 淳司 岡⽥ 敦和 8:22 １Ｄ３R 堺   裕⼆ ⼭端 伸明
13 teamわーこん ⼤野 美和 与島 和代 8:30 チームまゆやま ⽥中 寿⼦ ⽯井 美穂
14 チーム凸凹 野村 茂樹 ⻄村 正司 8:37 チームさくら 今井 哲男 ⾕   輝樹
15 エウル・ドウ・ボヌー阿部 正博 阿部 ⾂美 8:45 尾崎・岡⽥ 岡⽥ 元宏 尾崎 智之
16 ⾦ノ國 國⾒ 真⼀ ⾦⼭ 誉典 8:52 ト-ミーウッズ 富岡 健司 森   圭介
17 ファミリー 原井 省三 太⽥ 善造 9:00 ローバー 安友 秀明 住友 宏⼀郎
18 チームＦＪ 藤本 直樹 上徳   篤 9:07 ＳＯＲＡ 阿部 義弘 藤本 達也
19 チームやまと 楠本 正志 樫尾 ⼀輝 9:15 ＴＡＫＡ＆ＴＡＫＡ井下 孝雄 久原 孝⼦
20 チームベル 中⼭ 隆幸 渡辺 宏美 9:22 夏みかん 椎平 孝夫 服部 夏⼦
21 Ｊ＆Ｂ 中⻄ 良⼀ 中⻄   薫 9:30 ⿓と⻁ 村上 正師 宮崎 健治
22 アルファーズ 則兼   忍 中川 真弘 9:37 チームＯ・Ｔ 岡   俊昭 ⽥辺 春美
23 くろちゃん ⼤⻄ 利史 逢坂 愛⼦ 9:45 チームＳＫ ⼤⻄ 伸吾 逢坂 君代
24 チーム２１年会 幾島 忠司 寺尾 茂樹 9:52 チーム４２年会 松岡 ⾼雄 伊藤   勝
25 イーグル 阿⼾ 貴重 ⾼⾕ 岩男 10:00 親⼦ ⼤⻄   貴 ⼤⻄ 啓介
26 アゼソア 三好 利也 下津   翼 10:07 Ｂｌａｃｋ Ｐｉｎ宇根   茂 堀⼝   亮

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１３０Ａ 森本 悦久 ⽵内 泰章 7:00 チーム１２８Ｂ 増⾕ 光三郎 井上   貢
28 チームＨＩＤＥＫＩ⼤森 秀樹 伊内 公⼀ 7:07 チームＨＩＤＥＫＩ⼤島 康作 新居 英樹
29 婦⼈会with Ｋ 鈴⽊ 絵美 ⽚⼭ 信幸 7:15 ｈａｐｐｙ＿ｒｉｋｕ上村 健太朗 上村   愛
30 禁愚琥舞羅（キングコブラ 吉川 拓則 明⽯ 和⼈ 7:22 藤富姉妹 藤井 ⼩百合 冨永 恵美⼦
31 ガールズ婆娘（バーコ新⽥ ⺠⼦ 柏原 ⾹苗 7:30 ＴＯＭＡＴＯＭＡ 妹尾 俊宏 伊丹 真澄
32 出来杉とスネ夫 ⻑倉 隆之 ⾦⼭ 英⼆ 7:37 (有)丸真建設 丸⼭ 真司 丸⼭ 愛未
33 笑⾦王 ⾕⼝ 博⼈ ⾼井 由⾥⼦ 7:45 ＹＴコンビ ⼩野寺 武夫 藤井 幸男
34 チームＩＳ ⻭朶尾 博明 ⽯野 光雄 7:52 チーム前⽵ 前原 良⾏ ⽵林 裕記
35 リベンジャーズたけし古川   健 久⽥ 武志 8:00 オサムとヒロ 重井   理 東   ⼤紀
36 さののみこと 佐野 健義 佐野 佳代⼦ 8:07 チームダブルイーグル戎井 政則 戎井 千恵⼦
37 ＹＧＮ−Ａ 増原 滋久 ⼤岸 義治 8:15 ＹＧＮ 出島 伸也 ⾼橋 伸輔
38 ＹＧＮ Ｂ 松⽥   敦 ⻑⾕部 和也 8:22 YGN D ⽩川 之信 中村 章⼆
39 ＹＧＮ−Ｃ 川上 博⽂ 井藤 雅義 8:30 ＧＲＯＷ 岡⼭ 恭⼤ 尾形 知宏
40 チームＳ＆Ｋ 三歩⼀ 春夫 ⽥村 健⼆ 8:37 ＴＣ ⽊内 保太 吉岡 直也
41 チームＫ・Ｉ ⽯川 泰規 勝浦 眞次 8:45 チームＹ・Ｍ ⽮野 幸雄 宮⽥ 耕志
42 チーム虹 畑岡 孝治 井⾺ ひろみ 8:52 チーム８０ 原   貞雄 吉⽥ 正治
43 ゴルフの刃 美⾺ 良治 早⽵ 亮⼈ 9:00 シャンカーズ ⻄尾 良男 佐藤 美和⼦
44 四国⽝パンくん 北島   尚 池⽥   保 9:07 ノーウェッジ 道廣 真澄 ⾕   直樹
45 出藍の誉れ ⼩野 賢吾 松本 奈美雄 9:15 ＬＡＵＲＥＬ 内⼭ 信⼀ 諏訪 博⽂
46 チームあゆみ 森⽥ 歩⼦ 森⽥ 彩夏 9:22 フレンド 森⽥ 節⼦ ⾼橋 美千代
47 マロくんコンビ ⼩川 佳孝 貞野 昌良 9:30 チームゴルキチ ⽊内 栄造 ⽥中 重男
48 恵美寿 仲⽥ 武明 宮本 ⿇⾐⼦ 9:37 ⼤⿊ 榎本 繁秋 ⽚⼭ 美智⼦
49 いびき部屋 新開 正実 尾⽅ 和広 9:45 キャンディ・キャンデ笹岡 知則 近藤 達也
50 ＴｅａｍＢ 福原   潤 森下 俊伸 9:52 Ｅｎｊｏｙ Ｇｏｌ⻲代 昌志 五⼗嵐 真樹
51 チームトモダチ ⼤⽊ 雄⼀郎 ⽯間 結希 10:00 team⾷いしん坊 ⻄野 知佳 ⻄野 孝志
52 チームピロリン ⽮野 宏貴 井上 昌信 10:07 チームＰＲＮ 増⽥ 和也 渡邊   奏

★インスタート

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



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１９⽇(⾦) 
◇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。

(注意事項)

★主   催 ： 徳島ゴルフ協会


