
平成２８年度 大磯町夏季ゴルフ大会組合せ 

【ＯＵＴ】                 ２０１６．６．８（水）  ファイブハンドレットクラブ 

組 スタート 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 

1 8：42 臼井 隆 勝亦 博行 小林 基起  

2 8：49 長谷川忠男Ｓ 土方 重治Ｓ 松本 年央Ｓ 木村 秀男Ｓ 

3 8：56 伊澤 富男 大日方一郎Ｓ 伊澤 文乃Ｌ★ 川原 一恵Ｌ 

４ 9：03 平野 昭正Ｓ 平野 秀子Ｌ 吉野 毅 Ｓ 宍戸 史紀Ｓ 

5 9：10 烏帽子忠雄Ｓ 高橋 信義Ｓ 中島 一 Ｓ 赤井 英子Ｌ 

6 9：17 武井 優子Ｌ 山﨑 裕子Ｌ 野寺 侑己Ｌ  

7 9：24 今井志雅子Ｌ 池田 愛子Ｌ 岡本有美子Ｌ 蓮本 玲子Ｌ 

8 9：31 松元 良久 早田 一人 和田 照雄 細住 和男 

9 9：38 池田 輝久Ｓ 小林 一夫Ｓ 前田 仁 山田 弘美Ｌ 

10 9：45 古家後 敏 遠藤聰太郎Ｓ 川本 亮治Ｓ 二梃木芳幸Ｓ★ 

11 9：52 小早川譲治Ｓ 伊藤 博 Ｓ 内田 勝将Ｓ★ 坂田 一幸Ｓ★ 

12 9：59 小嶋 隆志 小嶋チヨ子Ｌ 岡本 妙子Ｌ 小島 義明 

13 10：06 三上 義弘Ｓ 杉原 弘晃Ｓ★ 二梃木和子Ｌ 安池 美紀Ｌ★ 

【ＩＮ】 

組 スタート 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 

1 8：42 大井 聡 戸塚 崇志 竹林 英二 加藤 咲子Ｌ 

2 8：49 浪川 壽夫Ｓ 山口 芳弘 山中 明 Ｓ 末松 悦郎Ｓ 

3 8：56 石橋 隆哉Ｓ 斎藤 裕 Ｓ 芥川 哲雄Ｓ 吉良 雅治 

4 9：03 柏木 哲也 柳田 晋 柳田 素子Ｌ 井出 正次Ｓ 

5 9：10 小豆澤邦子Ｌ 青木 博子Ｌ 小泉 雄敏 宮下 信治 

6 9：17 野寺 克己Ｓ 橋本 征男Ｓ 前田みはるＬ 宮下 明子Ｌ 

7 9：24 渡辺 大三Ｓ 山﨑 一郎 松田 保 Ｓ 長岡 実男Ｓ 

8 9：31 小嶋 勝美 小松田 等 古尾谷智史 沼野 惠一Ｓ 

9 9：38 関 純子 Ｌ 松本由香子Ｌ 石井 真理Ｌ 鹿島 雅美Ｌ 

10 9：45 松本 一夫 甲田 弘美Ｌ 土井 誠一Ｓ 鹿島 世有 

11 9：52 中陳 克裕Ｓ 神谷 政男Ｓ 中村 和雄Ｓ 中村 悠治Ｓ 

12 9：59 三吉 克典 小巻 基之Ｓ 田中 豊明Ｓ 渡辺芙美子Ｌ 

13 10：06 加藤 芳秋Ｓ 中戸川康夫 ★ 加川 秀男Ｓ★ 杉原 雅美Ｌ★ 

無印＝一般男子 ２９     Ｓ＝シニア４４      Ｌ＝女子 ２９     ★＝非会員  ９      

【注意事項】 

１．コースフロント前で各人スタート時間の４０分前までに受付を済ませてください。 

２．組合せ表の左端の方がエチケットリーダーとなり、ホールアウト後、同伴者のスコアをまとめて 

１枚に記入し、代表１名にアテストして貰い、マスター室に提出して下さい。 

【競技方法】 

１．１８ホールストロークプレイ。新ペリア方式。スルーザグリーン６インチプレース可。 

グリーン上はワングリップＯＫ。その他はＪＧＡ及びローカルルールに従って下さい。 



ファイブハンドレッドＣ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　２０１６．６．８

１） １８ホールストロークプレー（新ペリア方式）により順位を決めます。
個人戦のみとします。
・ハンディは各ホール、ダブルパーまでとし、最大は３６。
・同ネットの場合、年齢の高い方を上位とし、さらに同位である場合は、
  ローハンディ者を上位とします。

２） スルーザグリーン６インチプレース、グリーン上ではワングリップOKとします。

 ３） 使用ティーマークは一般男子の部・シニアの部＝白マーク、女子の部＝赤マークとします。
※７０歳以上の方で、申し出がされたときは、赤マークでプレーできます。

４） 特設ティーのあるホールでティーショットがＯＢになった場合、必ず前進4打でプレーして下さい。

５） プレー中、万が一、失格と思われるルール違反があった場合でもスコアカードを提出し、
競技委員の裁定に従って下さい。

６） スコアカードは、組合せ表左側の方が代表して４名分をマスター室へ提出してください。
各組で同伴競技者1名(ﾏｰｶｰ)のサインを入れて提出して下さい。
今回、競技委員によるスコアチェックは行いません。

７） その他は、JGAゴルフ規則及び当ゴルフ場のローカルルールを適用します。

８） ニアピンは、アウト・インスタートのそれぞれの午前中のショートホールで行ないます。
（出場3部門が共通の旗）　ドラコンは行ないません。

【競技委員会からの注意事項】

・組合せ表左側の方をエチケットリーダーとし、ルール適用、プレーの進行に配意して下さい。

・スタート時間１０分前に、ティーグランドに集合して下さい。

・前の組との間隔を空けないようにして下さい。
　　　　　〔最初にカップインした人が、率先して旗竿を持つようにしましょう〕
　　　　　〔誤球防止のため、自分のボールに識別マークを付けましょう〕

★荒天の場合、プレーの可否は現地で決めます。必ず集合して下さい。

【総務委員会からのお願い】

・来場時はｼﾞｬｹｯﾄ着用が固く義務づけられています。ご協力をお願いします。

・朝の受付開始は7:40からです。　スタート時間の40分前に受付けを済ませてください。

・受付では参加費（会員：2,000円、非会員：4,000円）のみ徴収します。

・プレー費 15,470円（ﾌﾟﾚｰ代、ｷｬﾃﾞｨ費、昼食代、消費税含む)はゴルフ場へ直接お支払い
 下さい。アルコール等の飲み物代など個人的な費用は自己負担になります

★ホールアウト後、入浴、フロント精算、バッグ受け取りを済ませておいてください。

★表彰式はクラブハウスレストランで行います。　＜欠席の方は申告してください＞

★6月1日以降のキャンセルは、1人2,000円の徴収となります。　　　　　　　　　　以上

　　　　～大磯町ゴルフ協会　夏季大会 競技規則ほか～


