
ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

髙橋 敦子 山本 浩美 本田 かつら 今井 啓子 三浦 美礼 新井 怜子 生沼 雪江

JGM宇都宮 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 八千代 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 紫あやめ 八千代

奥田 真佐美 山本 佐和子 秋谷 由香里 小俣 静江 大村 恵子 菓子田 智子 高橋 由起子 郡司 直美
よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽

部
富士見高原 紫あやめ 昭和の森 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ 霞南GC

鈴木 春美 川名 かおる 畑中 朝子 橋本 康子 髙梨 富江 藤田 八千代 三ツ石 啓子 宮澤 由紀子

紫あやめ 君津香木原 八千代 昭和の森 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 鹿島南 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 昭和の森

新谷 益代 森田　信子 田中 かほる 八木 淳子 山下 かつみ 栗原 美由紀 渡邉 薫

鹿島南 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 昭和の森 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 鹿島南 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

滝 綾子 高田 貴子 小林 幸子 海野 真由美 井上 孝江 岩澤 やえ子 亀山 博子 猪野 智子

八千代 ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 紫あやめ 昭和の森 富士見高原 紫あやめ ｼｰﾄﾞ･朝霞

君塚 桂子 佐久間 洋子 上條 春海 仁科 理恵 古井戸 啓子 佐藤 美和子 藤 伊津子

市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 八千代 鹿島南 昭和の森 君津香木原 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 紫あやめ

遠藤 芳江 米 美知子 石原 浩美 荒川 えり子 牛木 博 相原 康弘 浅賀 和夫 篠田　久夫

八千代 紫あやめ 霞南GC 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 妻沼 富士ｸﾞﾘｰﾝ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 霞南ＧＣ

伊東 健二 青木 克浩 近藤 長久 大熊 章夫 大渕 秀樹 磯崎 全良 小町 進 木本 清文

ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 昭和の森 八千代 紫あやめ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 昭和の森 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部

中村 昇 廖 挺毅 伊藤 昇 大西 貞次 首代 明秀 市川 清 岩井 正一 扇 徳男

八千代 妻沼 昭和の森 紫あやめ ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 八千代 富士ｸﾞﾘｰﾝ

小澤 孝光 玉虫 稔 小澤 敬博 小野塚　司 熊田 七郎 岡村 平 荻野 幸伸 小倉 史朗

紫あやめ 昭和の森 八千代 ｵｰﾁｬｰﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 八千代

片柳 等 川﨑 雅敏 工藤 薫 下田 彰 恩田 正之 上島 一雄 佐々木 博文 若林 一男

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 八千代 昭和の森 千葉よみうり 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 八千代 鹿島南 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

小杉 正孝 齋藤 清伍 出竹 勇 佐藤 文明 齊藤 信一郎 迫 一行 巴山 健一 平野 義隆

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 八千代 富士見高原 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 昭和の森 古河 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 千葉よみうり

城 和春 白野 睦夫 菅原 義之 鈴木 利夫 佐藤 茂 神保 淳 薗 保治 高橋 雄二

富士ｸﾞﾘｰﾝ 昭和の森 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 ﾊｰﾓﾆｰﾋﾙｽﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

鈴木 由蔵 関根 扶二男 関谷 修二 曽根 満也 田口 文一 立原 利夫 那波 芳比古 田中 辰夫

霞南ＧＣ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 古河 古河 ｵｰﾁｬｰﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森

田島 宏昭 中林 敏夫 佐藤 春吉 髙野 徹 田端 新太郎 鶴岡 留勝 冨田 進 永嶋 敏夫

八千代 昭和の森 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 妻沼 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 八千代

西山 靖彦 沼田 均二 花輪 武男 平戸 宏 橋本 益夫 庭田　邦明 志村 幸一 田中 啓文

八千代 霞南ＧＣ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 昭和の森 八千代 鹿島南 紫あやめ

岩波 肇 中里　吉成 市川 隆夫 堀内 豊 佐藤 充 日比野 義光 櫻井 俊一郎 藤本 正三

ｼｰﾄﾞ･富士見高原 紫あやめ 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 千葉よみうり 朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森

平林 康信 角田 秀嗣 水田 俊次 宮本 信行 眞﨑 敏寛 山根 康昭 町田 元一 今村 豊行

市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 鹿島南 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 富士ｸﾞﾘｰﾝ ｼｰﾄﾞ･千葉よみうり 昭和の森 八千代 富士見高原

向井 輝巳 斉藤 清人 森 静生 山川 忠男 松前 一郎 望月 孝文 矢島 茂 伊藤 芳一

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ JGM宇都宮 八千代 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 昭和の森 紫あやめ

吉野 明 和泉 信四郎 若菜 茂 和田 光生 泰江 義光 斉藤 実 山本 順平

朝霞ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 八千代 ｼｰﾄﾞ･市原 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ﾑｰﾝﾚｲｸ市原 昭和の森

井上 久夫 和田 均 井上 行信 伊藤 正幸 横川 清 加藤 道春 久保田 好一 熊谷 勇夫

紫あやめ 八千代 昭和の森 ｼｰﾄﾞ･紫あやめ36 紫あやめ ｵｰﾁｬｰﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 千葉よみうり ｼｰﾄﾞ･千葉よみうり

鯨井 邦夫 戸田 久 山森 恵一 山田 良 森 健 須長 順一 石田 俊男

妻沼 紫あやめ 千葉よみうり よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部 妻沼 昭和の森 紫あやめ

成田 協弘 森田 志郎 草野 俊正 大熊 眞澄 茂串 年男 礒嵜 育朗 箕輪 進

市原ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 昭和の森 紫あやめ 千葉よみうり 妻沼 昭和の森 よみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部

注）

1　組合せおよびスタート時間は、欠場者があった場合は変更することがある。

2　病気、事故などのため参加を取りやめる場合は、必ず事前に鹿島南蓼科ゴルフコース（0266-76-2222）へ連絡すること。

3　無断欠席の場合、来年度の本競技を含め1年間の競技出場を停止する。

-

23 10:26 23 10:26 -

21 10:10 21 10:10

22 10:18 22 10:18

20 10:02 20 10:02 -

18 9:46 18 9:46

19 9:54 19 9:54

16 9:30 16 9:30

17 9:38 17 9:38

14 9:14 14 9:14

15 9:22 15 9:22

12 8:58 12 8:58

13 9:06 13 9:06

10 8:42 10 8:42

11 8:50 11 8:50

8 8:26 8 8:26

9 8:34 9 8:34

-

7 8:18 7 8:18

5 8:02 5 8:02

6 8:10 6 8:10

4 7:54 - 4 7:54

2 7:38 2 7:38

3 7:46 3 7:46

1 7:30 - 1 7:30

全日本女子シニア・ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権東日本地区決勝

第1日目組合せおよびスタート時間表（9/21PM17：00更新）

期日：2018年9月26日（水）　開催コース：鹿島南蓼科ゴルフコース　　　参加人数178名（女子49名．男子129名）
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平成 30年度   

全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権東日本地区決勝 

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会 

開 催 月 日  平成 30年 9月 26日（水）27日（木）  

開 催 場 所  鹿島南蓼科ゴルフコース 

                    〒391-0213 長野県茅野市豊平 7702 TEL0266-76-2222 

 

 

本競技は日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則とこのローカルルールと競技の条件を適用する。 

本書に記載の無い事項や追加変更がある場合は競技規定やプレーヤーへの通知文書、または競技会場での掲示物に掲載

されるので必ず参照すること。 

ゴルフ規則によって別に定められている場合や本書に罰が記載されている場合を除き、このローカルルールと競技の条件

の違反の罰は、「2打」とする。 

 

ロ ー カ ル ル ー ル 

 

1.  アウトオブバウンズ（規則 27-1） 
アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。 

2.  ラテラル・ウォーターハザード（規則 26-1） 

ラテラル・ウォーターハザードは赤杭又は赤線をもってその限界を標示する。線と杭が併用されている場合は線が 

その限界を標示する。 

3.  修理地（規則 25-1） 

修理地は青杭を立て、白線をもってその限界を定める。但し、次のものを含む 

18番ホールコース内センター松の木の両サイドにある修理地は、プレー禁止の修理地とする。 

4.  動かせる障害物（規則 24-1） 

(a)バンカー内の石は動かせる障害物とする。『付属規則Ⅰ(A)3f』を適用する。 

(b)8番と 9番ホールの間にある 1ペナ杭（黄杭）※本競技では適用しない 

5.  動かせない障害物（規則 24-2） 

(ａ)排水溝(ｂ)人工の表面を持つ道路に接した排水溝(その道路の一部とみなす) 
(ｃ)動かせない障害物と白線でつながれている区域(その動かせない障害物の一部とみなす)10番と 16番ホールの間、

及び 11番と 12番ホールの間にある防球ネットを白線で囲んである区域に球が止まった場合は、指定ドロップ 
区域（黄線で表示）にドロップすることができる。 

(ｄ)パッティンググリーンに近接する動かせない障害物について、『ゴルフ規則付Ⅰ(A)4ａ』を適用する。 
（ゴルフ規則 165ページ参照） 

(ｅ)その他人口施設物  

17番と 18番ホールの間にある防球ネットからの救済を受けるとき、罰なしに指定ドロップ区域（黄線で表示） 
からプレーすることが出来る。但し、防球ネット及び金網による救済のニアレストポイントは、その障害物の上
を超えたり、中や下を通すことはできない。 

    (ｆ)距離表示用の人工のヤーデージマーク（パッティンググリーンの前後のものを含む） 

6.  電磁誘導カート用の２本のレール 
  電磁誘導カート用の２本のレールは、全幅をもってプレー禁止の修理地とする。ただし、スタンスのみが障害となる

場合は、そのままプレーすることもできる。 
7.  地面にくい込んでいる球の救済 

  付属規則Ⅰ(Ａ)３ａを適用する（ゴルフ規則 160ページ参照）。 

8.  パッティンググリーンで球が偶然に動かされること 
  規則 18-2, 20-1 は以下の通りに修正される。 

プレーヤーの球がパッティンググリーン上にある場合、その球やボールマーカーがプレーヤーまたはキャディーや 
携帯品によって偶然に動かされても罰はない。その球やボールマーカーはリプレースされなければならない。この  
ローカルルールはプレーヤーの球やボールマーカーがパッティンググリーン上にあり、いかなる動きも偶然である 
場合にだけ適用する。 

注：パッティンググリーン上の球が風、水あるいは重力などの他の自然現象の結果として動かされたものと判段され

た場合、その球はその新しい位置からあるがままの状態でプレーされなければならない。また、そのような状況で   

動かされたボールマーカーはリプレースしなければならない。 

9.  規則 6-6d例外 

  規則 6-6d例外は次の通り修正される。 

  どのホールであっても、プレーヤーがスコアカードを提出する前には罰を受けていたことを知らずに１打または複数

の罰打を含めなかったために、真実より尐ないスコアを提出していた場合、そのプレーヤーは競技失格とはならない。

このような状況では、そのプレーヤーは該当する規則に規定されている罰を受けるが、規則 6-6d に違反したことに  

対する追加の罰はない。該当する罰が競技失格である場合にはこの例外は適用しない。 

10. 距離計測器（規則 14-3注）『付属規則Ⅰ(Ａ)7』 
  プレーヤーは距離計測機器の使用によって距離の情報を得ることができる。正規のラウンド中にプレーヤーのプレー

に影響する可能性のある他の条件（例えば、標高変化、風速など）を計測するために距離計測機器を使用した場合、
プレーヤーは規則 14-3の違反となる。なお、カートに搭載されているナビの使用を可とする。 

 

 

競 技 の 条 件 

 

1. 参加資格 

  プレーヤーは競技規定に定められた参加資格を満たさなければならない。 

2. 競技委員会の裁定 

  競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄についてこの委員会の裁定は最終である。 

3. プレーの条件  

３６ホール・ストロークプレー 

第１ラウンド ９月２６日（水） １８ホール・ストロークプレー 

第２ラウンド ９月２７日（木） １８ホール・ストロークプレー 

4. 使用クラブの規格 

  『適合ドライバーヘッドリストの条件・付属規則Ⅰ(Ｂ)1a』を適用する。（ゴルフ規則 176 ﾍﾟｰｼﾞ参照） 

5. 使用球の規格 

  『公認球リストの条件・付属規則付Ⅰ(Ｂ)1ｂ』を適用する。（ゴルフ規則 177 ﾍﾟｰｼﾞ参照） 

6. プレーの中断と再開 

（１）プレーの中断（落雷などの危険を伴わない気象状況）については、ゴルフ規則 6-8b､c､dに従って処置 

すること。 

（２）険悪な気象状況にあるため、委員会の決定によりプレー中断となった場合、同じ組の競技者全員がホールと    

ホールの間にいた時は、各競技者は委員会よりプレー再開の指示がでるまでプレーを再開してはならない。   

１ホールのプレー途中であった時は、各競技者はすぐにプレーを中断しなければならず、そのあと、委員会    

よりプレー再開の指示がでるまでプレーを再開してはならない。競技者がすぐにプレーを中断しなかったとき

は、ゴルフ規則 33-7に決められているような、罰を免除する正当な事情がなければ、その 

競技者は競技失格とする。 

（３）プレーの中断と再開の合図について 

通常のプレーの中断：サイレン長め１０秒１回及び各カートの放送により通知する。険悪な気象状況による   

即時中断：サイレン短め５秒２回及び各カートの放送により通知する。再開の合図については各カートの放送

により通知する。 

7. 練習 

（a）コース内にあるアウトコースの指定練習パッティンググリーンはスタート前及びホールとホールの間の使用を 

可とする。 

（b）ホールとホールの間での練習を禁止する(規則 7-2 注 2)『付属規則Ⅰ(Ｂ)5ｂ』を適用する。（ゴルフ規則 181     

ﾍﾟｰｼﾞ参照） 

8. 移動 

本競技は、セルフプレーとし、正規のラウンド中のプレーヤー及び用具の移動は、全組ともプレーヤーが１台のリモ

コン式乗用カートを共用して行うものとする。 

9. キャディー（規則６－４注） 

正規のラウンド中、競技者のキャディー使用は禁止とする。この条件の違反の罰は『ゴルフ規則付Ⅰ(Ｂ)2』を適用    

する。（ゴルフ規則 179ページ参照） 

10．ゴルフシューズ 

  正規のラウンド中、プレーヤーが金属製、セラミック製、または委員会がそれと同等と認めた鋲を有するゴルフシュ

ーズを使用することを禁止する。 



11．タイの決定 

正規のラウンドを終了し１位がタイの場合は、即日委員会の指定するホールにおいてホールバイホールのプレーオフ

を行い、優勝者を決定する。尚、悪天候、日没により当日プレーオフが出来ない場合は、翌日以降にプレーオフを延

期する場合がある。また、それでも不可能な場合は、委員会の別途定める方法にて順位を決定する。３人以上でプレ

ーオフが行われる場合、優勝者以外の競技者は２位タイとする。入賞者に対する記念品の贈呈及び他団体競技・当協

会競技へのシード権付与に関しては、最終ラウンドのスコアを比較し、成績の良い選手に資格を付与する。それでも

決定しない場合は、次の順で決定する。最終ラウンドのマッチング・スコアカード方式→１８番ホールからのカウン

トバック方式→委員会によるくじ引き。 

12．スコアカードの提出（裁定 6-6C/1） 

  スコアリングエリア方式を採用する。 

13．競技終了時点 

  競技委員長による成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

14．競技の短縮 

委員会は、コースの状況により適正なるプレーが不可能と判断した時、プレーの条件に定めてあるラウンド数を  

短縮することができる。 

 
 

注 意 事 項 

 

１．競技の条件やローカルルールに追加・変更があるときは、スターティングホールのティーインググラウンド付近に    

告示する。 

２． 組合せスタート時間は別紙のとおりとする。欠席者があった場合は、組合せ及びスタート時間を変更する場合がある。

欠席する場合は、必ずコース(TEL：0266-76-2222)に連絡すること。 

３．参加者は、スタート４０分前には受付を済ませること。また、スタート時間１０分前には所定の位置（スタート場所）

に待機すること。 

４．プレーの進行は、ハーフラウンド２時間１５分以内とすること。先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。

プレーを不当に遅らせた場合はペナルティを課す。（トラブルがあって遅れた場合はその組全員でその遅れを取り戻

すよう努力をする義務があります） 

５． 競技委員会は競技中を含めいつでも、出場に相応しくないと判断したプレーヤーの参加資格を取り消すことができる。 

６．練習は指定練習場にて行い、打ち放し練習場においては備え付けの球を使用し、スタート前の練習は１人 200円（25

球）までとする。 

７．使用ティーマーカーは 赤色（ＰＧＳティー）とする。 

８．コース内での携帯電話の使用は緊急時以外（カートの故障・ケガ等）禁止する。※コース内では必ず電源を OFF に   

すること。 ※重大なエチケット違反と判断される場合は、競技失格となることがある。 

９．溝とパンチマークの規格 

  本競技は 2010年 1月1日施行の『溝とパンチマークの規格に適合するクラブの使用を求める競技の条件』（裁定 4-1/1）

を適用しません。※但し、本競技に付与された JGA 等他団体主催競技のシード権を行使する場合、本項目の条件が  

適用される場合があります。詳細は主催団体に各自確認すること。 

10．正規のラウンド中、ギャラリー等との接触においてアドバイスとみなされる行為があった場合は、ペナルティを課  

すので注意すること。 

 

◆競技参加料 

地区決勝大会参加料３,２４０円は、大会初日に開催会場にて徴収します。出場者は大会当日に鹿島南蓼科ゴルフコースに

地区決勝大会参加料を支払うこと。但し、地区決勝シード選手は除く。 

 

〔付 記〕                                             

本競技上位入賞者には、次の競技の参加資格が与えられます。 

≪日本パブリックゴルフ協会主催競技への出場資格≫ 

１．第１位～第４３位は１０月１０日（水）、１１日（木）、ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場（愛知県）において開

催される、本年度全日本の出場資格を得る。通過者人数は各地区の予選参加者数割合に応じて決定した。全日本

の出場資格を得た者は参加の有無を大会当日に鹿島南蓼科ゴルフコースに提出すること。 

２．優勝者 2019年度～2023年度（５年間）の本競技地区決勝（予選に出場した場合を除く） 

３．第２位～５位 2019年度の本競技地区決勝（予選に出場した場合を除く） 

≪他団体主催競技への出場資格≫ 

１． 上位５名 関東ゴルフ連盟主催 2019年度関東ミッドシニアゴルフ選手権予選（関東地区在住者のみ） 

〔 賞 〕 優勝者(ＰＧＳ杯レプリカ、記念品)、第２位～第５位(木製楯、記念品)、第６位～１０位（記念品） 

      参加賞（ネームタグ）※参加者のみ 

 

競技委員長  長谷川 大輔 

 

  距離表 

Hole № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 

Yards 492 158 410 179 500 302 369 373 369 3152 

Par 5 3 4 3 5 4 4 4 4 36 

 

Hole № 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total 

Yards 340 345 312 502 170 388 175 368 461 3061 6213 

Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 72 

 

〔お知らせ〕 

 

1. プレーフィー   7,900円(セルフプレー、諸税込)となります。※乗用カートによるセルフプレー 

2. 料金の支払い  プレー終了後の各日精算となります。※クレジットカードは各種利用可能です。 

3. クラブハウス    6時より営業いたします。 

4. 練習場     6時から最終組スタートまで有人営業いたします（有人中はロッカーホルダー番号もしくは 

現金で練習球をお買い求めいただけます）25球 200円（30ヤード 10打席）途中拾球作業を 15分間

（9 時 30 分頃）行います※最寄りの練習場は三井の森蓼科 GC 様となります。末尾周辺地図をご参

照ください。 

5. ギャラリー   ご来場の際は必ず受付をして名札を提げて下さい。館内及びコース内の立ち入りは制限区域のみと

なります。 

6. 大会２日目のスタート時間 

第 1 ラウンド終了後に競技委員会より発表となります。①｢カンデオホテルズ茅野｣、｢ホテルルー

トイン諏訪インター、第二諏訪インター｣、「チサンイン諏訪インター」のフロントにスタート表を

置いていただく予定です。また、②コースに直接確認 ③コースフロントに FAX送信を依頼  

④パブリック協会ホームページ ①～④何れかの方法で確認いただけます。 

なお、ゴルフコース問合せは 19時までとさせていただきます。 

7. コース内の売店  

アウトコース売店（有人・ロッカーホルダー番号及び小銭でご利用いただけます）。 

インコース売店（無人・自動販売機のみですのでご利用される方は小銭をご用意ください） 

 

◆◇◆大会スケジュール◆◇◆ 

 

【9月 26日（水）】 大会１日目     【9月 27日（木）】 大会２日目】 

6:00  受付・レストラン営業開始     6:00  受付・レストラン営業開始 

7:30  競技開始                       7:30  競技開始 

17:30  第１日目競技終了予定         17:30   第２日目競技終了予定 

18:00  第２日目組合せ発表予定        18:00    表彰式 選手パーティー   

※受賞される選手はご出席下さい。 

 

③チサンイン諏訪インター様 
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