
淡路島市民交流チャリティゴルフ大会 
◆組合せ及びスタート時刻表◆ 

令和 4年 5月 5日（木） 

淡路カントリー倶楽部 

【OUT】                                          【I N】 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○印の組はキャディ付となります。 

●  競 技 方 法・・・１８ホールストロークプレー Ｗペリア ６インチプレース（同ネットの場合はハンディキャップ、年齢の順とする。） 

  ● 使用ティーマーク・・・ 男性は白マーク（フロントティー）を使用する。但し、満７５歳以上はゴールドマーク（ゴールドティー）を使用することができる。 

              女性は赤マーク（レディースティー）を使用する。 

              希望の組のみ緑マーク（レギュラーティー）を使用することができる。 

● 参 加 資 格・・・ 淡路島内在住及び勤務先のある方。又はその近親者 

● ス コ ア 提 出・・・ 乗用カートに付いているナビゲーションシステムに各自入力して下さい。入力されない場合はスコアカードをフロントに提出して下さい。 

 ● 競 技 規 則・・・ 日本ゴルフ協会競技規則及び淡路カントリー倶楽部ローカルルールを準用する。 

● 応 急 措 置・・・ 競技中に発生した障害については、クラブハウスにおける応急措置を行いますが、その他については責任を負いません。 

● 賞      品・・・ 優勝～１０位、飛賞（１００位まで）、ドラコン・ニアピン賞、ベスグロ賞、参加賞あり 

             ※表彰式は行いません。成績発表はゴルフ協会 LINE・淡路カントリー倶楽部 HPにて発表します。 

              賞品授与は淡路カントリー倶楽部フロントにて行いますが、郵送希望者はフロントへお申し込みください。 

              ジュニア（高校 3年生まで）の参加者には、プレーフィ５，０００円を助成します。但し保護者同伴のこと 

START PLAYERS PLAYERS PLAYERS PLAYERS  START PLAYERS PLAYERS PLAYERS PLAYERS 

 8：00       8：00     

 8：08 松原 孝光 才花 毅 芝床 尚孝 山口 修司   8：08 前田 章匡 来田 国広 宮田 昌彦 高田 勝彦 

 8：16       8：16 中野 裕市 脇田 忠恒 牧 克己 牧 美和子 

〇8：24 折田 慶治 松村 正行 仲野 廣巳 桃井 敏   8：24 長岸 秀則 樋口 正男 堤 由美 藤原 秀宣 

  8：32 谷 健年 山本 哲也 澤西 勝 竹本 大二朗    8：32 相川 由幸 竹澤 英明 永西 孝行 漁 誠二 

  8：40 船越 和良 鍋倉 美代 中野 一郎 今岡 弘    8：40 新井 正 松本 衛 五条 正仁  

 8：48 大屋 清輝 島田 進 岡本 宜久 塩田 雄一   8：48 林 宏昭 嵐 竹弘 藤本 喜代二  

 8：56 福谷 俊広 河村 昇 上田 一志 高鍋 謙二郎   8：56 山本 泰三 上田 宏司 大杖 靖弘 谷口 和廣 

 9：04 正司 和永 安倍 正章 納 義弘 教学 久純   9：04 浜野 明彦 漣 庸次朗 東谷 誠司 岡松 貢 

 9：12 正木 薫 原 俊次 小瀬 隆志 井上 豊   9：12 土井 一平 魚 雅勝 山際 修 船越 信成 

 9：20 佐伯 幸一郎 長尾 真一 橋本 栄二 中元 浩靖  〇9：20 小松 隆 松浪 達也 松本 節夫 沖 泰宜 

9：28 三代川 雄次 湊 順子 中野 節子 高田 房芳  〇9：28 沖 省吾 菅村 守 齋藤 かをり 井高 光伸 

 9：36 天羽 恒美 天羽 ゆり 阿萬 運常 北本 吉宏   9：36 太田 博章 笹野 瑞穂 片山 倍巳 太田 芳子 

 9：44 舩越 一美 山本 明子 松本 和尋 森 英夫   9：44 折田 修作 橋本 真次 宮田 曜士 森 大地 

 9：52 森田 恵典 山口 拓朗 前田 升    9：52 西田 八重子 西田 佳代 富田 佐登美 彌永 美加 


