
.

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 所属 所属 所属 所属 時間 所属 所属 所属 所属

浅野 祐司 城 和春 山口 桂一朗 貞廣 祐孝 春山 裕水 藤野 勝美 松永 貴広 大谷 明弘

昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 鹿島南蓼科 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 鹿島南蓼科 富士ｸﾞﾘｰﾝ 昭和の森

奥村 俊之 熊谷 厚水 中村 寛 東 幸司 日向 敏之 持田 誠一 打越 圭介 山田 徹

新玉村 鹿島南蓼科 富士ｸﾞﾘｰﾝ 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 鹿島南蓼科 昭和の森 清里

小山 智之 小野 聡 小林 仁 大平 直輝 関口 洋一 林 久仁彦 小川 彰宏 木屋 嘉章

前橋ｺﾞﾙﾌ場 鹿島南蓼科 昭和の森 新玉村 富士ｸﾞﾘｰﾝ 昭和の森 新玉村 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

遠藤 弘樹 金 尚謙 陸田 郁夫 長谷川 主一 久保田 慎 山本 竜佑 角田 幸一 松原　隆

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 鹿島南蓼科 新玉村 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 新玉村 前橋ｺﾞﾙﾌ場 新玉村

白井 陸 北御門 雅人 本澤 翼 野口 知嗣 辰井 賢二 鮫島 均 池田 俊 山田 豊

ｳｨｰｺﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 新玉村 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 鹿島南蓼科 昭和の森

大吉 友輝 小澤 翼 熊谷 地陽 岡田 海斗 木下 健介 谷田部 広司 高橋 岳男 林 信行

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 鹿島南蓼科 前橋ｺﾞﾙﾌ場 昭和の森 武蔵丘 富士ｸﾞﾘｰﾝ 富士見高原 前橋ｺﾞﾙﾌ場

石原 輝彦 大瀧 初明 世古 祐飛 片岡 稔貴 西原 明 親松 久幸 市川 裕久 亥飼 台

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 鹿島南蓼科 新玉村 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 富士見高原 ｼｰﾄﾞJGM宇都宮

藤澤 龍人 村山 嘉彦 市川 裕司 佐野 秀樹 伴場 信吾 阿部 太輔 小野 哲也 松田 浩志

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 富士見高原 新玉村 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 小淵沢ＣＣ 昭和の森

出口 哲教 齋藤 賢司 立花 吉隆 河邊 博和 臼井 薫 吉田 壮一郎 有我 栄一郎 平野 誠一

鹿島南蓼科 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｼｰﾄﾞ富士･山中湖 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 鹿島南蓼科 前橋ｺﾞﾙﾌ場

菊地 香 糠信 秀企 三宅 悠斗 堀内 利信 亥飼 陽 角田 卓也 土門 英司 伊藤 光

昭和の森 武蔵丘 鹿島南蓼科 昭和の森 昭和の森 昭和の森 武蔵丘 鹿島南蓼科

神農 英和 三川 幸一 渡邉 淳一 町田 真二 橘田 宰 佐野 哲也 饒田 剛央

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 前橋ｺﾞﾙﾌ場 昭和の森 新玉村 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 昭和の森

齋藤 睦 田中 良博 井上 達希 坂 航 菅野 博 小椋 俊明 山崎 誠司 脇 康之

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 ｼｰﾄﾞｽｸﾗｯﾁ･ｵｰﾁｬｰﾄﾞ 新玉村 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 鹿島南蓼科 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ

茂木 宗之 松本 圭太 横溝 淳 大森 豊 岩下 泰佳 稲波 勇茂 岩出 浩正 松枝 靖悟

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 武蔵丘 富士ｸﾞﾘｰﾝ 昭和の森 武蔵丘 前橋ｺﾞﾙﾌ場 新玉村 鹿島南蓼科

相澤 直哉 田島　守 浜谷 悟司 和泉 忠 籠手田 安朗 篠田 裕邦 吉野 文視 本村 浩二

ｳｨｰｺﾞ 新玉村 武蔵丘 富士ｸﾞﾘｰﾝ 富士ｸﾞﾘｰﾝ 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森

安中　司 塚越 秀和 城之内 豪 星野 一 幸村 憲明 吉川 太郎 上田 公彦 山岡 拓史

昭和の森 新玉村 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 清里 武蔵丘 昭和の森 富士見高原 鹿島南蓼科

小林 功 田中 天晴 髙橋 黎 義山 光浩 渡部 良輔 打越　一志 百瀬 将道 石井 啓太

新玉村 昭和の森 鹿島南蓼科 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 武蔵丘 昭和の森 小淵沢ＣＣ 前橋ｺﾞﾙﾌ場

吉岡 和摩 栗本 智充 細谷 幹 金子　涼太 樋口 丈洋 中村 鎌大 高野 壮登 鴨野 勝

新玉村 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ ｼｰﾄﾞｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞ 新玉村 武蔵丘 鹿島南蓼科 前橋ｺﾞﾙﾌ場 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ

北澤 亮一 加藤 省志 上野 嘉也 松岡 英志 田村 祐樹 一場 政幸 加茂 雅也 斎藤 俊輔

ｳｨｰｺﾞ 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 鹿島南蓼科 鹿島南蓼科 昭和の森 新玉村 小淵沢ＣＣ

本木 健一 佐藤 健生 長谷川 裕一 中野 健一 太田 誠人 篠崎 勇真 古田 雄介 小川 真之介

昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 新玉村 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 鹿島南蓼科 武蔵丘 昭和の森 小淵沢ＣＣ

三澤　康弘 志賀 弘史 押田 邦男 為沢 光紀 岡崎 伸一 山口 大介 田村　康一 新井 匠

富士見高原 富士ｸﾞﾘｰﾝ 新玉村 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 昭和の森 小淵沢ＣＣ

坂口 友章 吉岡 進 池永 清人 粕谷 宇一郎 熊谷 宇晴 太田 智之 志村 翔太郎 渡辺 伸一

ｳｨｰｺﾞ 昭和の森 新玉村 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 前橋ｺﾞﾙﾌ場 鹿島南蓼科 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 新玉村

小田嶋 駿 清野 桜貴 園部 大翔 宮脇 裕之 栗木 臨 藤澤 諒 福永 貴祐 難波 紀幸

新玉村 昭和の森 前橋ｺﾞﾙﾌ場 昭和の森 富士ｸﾞﾘｰﾝ 鹿島南蓼科 昭和の森 武蔵丘

加藤 明弘 仲田 法男 吉岡 洋樹 江澤 隆 森本 守 松本 正之 柿沼 瑛亮 東 亜藍

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 小淵沢ＣＣ 鹿島南蓼科 富士見高原 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 富士ｸﾞﾘｰﾝ 鹿島南蓼科 前橋ｺﾞﾙﾌ場

全日本アマチュアゴルファーズ選手権　東日本Ｂ地区決勝

開催コース：鹿島南蓼科ゴルフコース 2021年5月8日(土)

OUT IN 

組 組

１日目ペアリング（５/５更新）

1 7:30 1 7:30

2 7:39 2 7:39

3 7:48 3 7:48

4 7:57 4 7:57

5 8:06 5 8:06

6 8:15 6 8:15

7 8:24 7 8:24

8 8:33 8 8:33

11 9:00 11 9:00

9 8:42 9 8:42

10 8:51 10 8:51

12 9:09 12 9:09

13 9:18 13 9:18

14 9:27 14 9:27

15 9:36 15 9:36

16 9:45 16 9:45

17 9:54 17 9:54

18 10:03 18 10:03

19 10:12 19 10:12

20 10:21 20 10:21

21 10:30 21 10:30

参加人数：183人

22 10:39 22 10:39

23 10:48 23 10:48



２０２１年度 

   全日本アマチュアゴルファーズ選手権東日本Ｂ地区決勝 

 

開 催 日：２０２１年 ５月８日（土）５月９日（日） 

開催コース：鹿島南蓼科ゴルフコース（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、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、競技の条件の 

違反の罰は、「一般の罰（2罰打）」となる。 

ローカルルール 

 
１．アウトオブバウンズ（規則 18.2） 

アウトオブバウンズは白杭のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。 
２．ペナルティーエリア(規則 17)  

レッドペナルティーエリアは赤線・赤杭をもって標示する。プレーヤーの球がペナルティーエリアにある場合（たとえ球

が見つかっていなくても、ペナルティーエリアにあることが分かっている、または事実上確実である場合を含む）、 

そのプレーヤーは規則 17.1dに基づく選択肢の一つを使って救済を受けることができる。 

３. 異常なコース状態（動かせない障害物を含む）（規則 16） 

  （a）修理地 

  ・青杭を立て、白線で囲まれた区域 

  ・フェアウェイの芝の長さかそれ以下の区域にある人工のヤーデージマーク（スタンスへの障害は除く） 

   (b)動かせる障害物    

・5番 8番と 9番 13番ホールの間にある 1ペナ杭（縞杭）※本競技では適用しない 

 （c）動かせない障害物 

   ・排水溝および人工の表面をもつ道路に接した排水溝（その道路の一部とみなす）。 

   ・パッティンググリーンの前後にある距離標示用の人工のヤーデージマーク（距離標示用の杭を除く） 
４．プレー禁止区域 
  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。 

５．不可分な物 

次のものは不可分な物であり、罰なしの救済は認められない： 

(a) ペナルティーエリアにある人工の防球ネットや護岸。 

６. 防球ネット 

防球ネットにより障害が発生し規則 16.1 により処置するときは、その障害物の中や下を通さずに救済のニアレストポイ

ントを決めなければならない。 

追加の選択肢として、10番と 16番、11番グリーン横、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。 

７．クラブと球の規格 

  (a)ストロークを行うために使うドライバーR＆A が発行する最新の適合ドライバーヘッドリストに掲載されているクラブ

ヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでなければならない。 

  (b)ストロークを行うときに使用する球は R＆Aが発行する最新の適合球リストに掲載されていなければならない。 

８．ゴルフシューズ 

   ラウンド中、プレーヤーは下記の特徴を持つシューズを履いてはならない：伝統的なスパイク－すなわち、地面を深く 

貫くようにデザインされた１つあるいは複数の鋲を有するスパイク(メタル製、セラミック製、プラステック製、その他

の材質かは問わない)。このローカルルールの違反に対する罰：規則 4.3参照 

９．プレーの中断（規則 5.7） 

次の信号がプレーの中断と再開に使われる： 

危険のための即時中断－3回の長いサイレンとアナウンス 

プレーの再開－アナウンス 

いずれも乗用カートに搭載の無線機により一斉放送する。 

注：危険な状況のためにプレーを即時中断する場合、すべての練習区域は委員会がプレーを再開するまで閉鎖される。 

閉鎖された練習場で練習するプレーヤーには練習を止めるように勧告し、それでも練習を止めない場合には失格となる 

ことがある。 

１０．練習（規則 5.2） 

(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)終了したばかりのパッティンググリーン上やその近くで練習することを禁止するローカルルールひな型Ⅰ-2を適用し、

規則 5-5bは次の通り修正される： 

「2つのホールのプレーの間、プレーヤーは次のことをしてはならない： 

・終了したばかりのパッティンググリーンやその近くで練習ストロークを行う。または、 

・終了したばかりのパッティンググリーンの表面をこすったり、球を転がすことによってパッティンググリーン面を 

テストする。」 

１１．移動 

本競技は、セルフプレーとし、プレーヤー及び用具の移動は、全組ともプレーヤーが１台の乗用カートを共用して行う 

ものとする。 

１２．キャディー 

プレーヤーのキャディー使用は禁止とする。このローカルルールの違反の罰：プレーヤーはキャディーに支援してもらっ

たその各ホールに対して一般の罰を受ける。違反がホールの間で起きたり、ホールとホールの間まで続く場合、プレー 

ヤーは次のホールで一般の罰を受ける。 

 

 

競技の条件 

１．参加資格 

プレーヤーは「競技規定」で定められている参加資格を満たしていなければならない。（競技規定は日本パブリックゴル

フ協会ホームページを参照） 

２．スコアカードの提出 

  プレーヤーのスコアカードは、プレーヤーの両足が所定のスコアリングエリアから出た時点で委員会に提出されたことに

なる。スコアカードを提出する前にスコアリングエリアを離れる必要のあるプレーヤーはスコアリングオフィシャルにそ

の意思を告げなければならず、そしてすぐに戻らなければならない。 

３．タイの決定 

 正規のラウンドを終わり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、３名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。また、 

悪天候、日没等により当日プレーオフが出来ない場合、またはプレーオフにて決定しない場合は最終ラウンドのスコアを

比較し、スコアの良い競技者を優勝とする。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→委員会によるくじ引き。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、成績の良い競技者に資格を付与する。それでも順位が決定しない場合は、

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→委員会によるくじ引き。  

４．競技の終了時点 

  競技の結果は最終成績表が日本パブリックゴルフ協会のホームページに掲載された時点をもって終了したものとみなす。 

５．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、「競技規定」に定めてあるラウンド数を 

短縮することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



距離表 

Hole № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 

Yards 519 158 431 192 524 326 469 391 418 3428 

Par 5 3 4 3 5 4 4 4 4 36 

 

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

Yards 359 367 312 525 170 408 198 390 481 3210 6638 

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

 

 

行動規範 

 

１．新型コロナウイルスの感染を避けるため、競技中はクラブの感染症予防対策に協力しなければならない。 

  ・クラブハウス内での予防対策事項の遵守（最終ページに記載） 

  ・ラウンド中、可能な限りソーシャルディスタンス（約 2ｍ）を保つこと。 

  ・ラウンド中、大きな声を出す等、感染する可能性のある行動をしないこと。 

  ・体調不良を少しでも感じたら、コース上のすべての人のために競技を棄権し、開催コースに申し出ること。 

  ・ウイルス感染の状況は常に変化することを理解し、その他委員会の要請には随時従うこと。 

  上記の要請事項、禁止事項に反しただけで罰は課されませんが、故意に無視した、委員会や他のプレーヤーの注意が 

あったにもかかわらず、再び同じ行動をした場合、委員会はそのプレーヤーを失格にし、以降１年間のＰＧＳ主催競技へ

の参加資格を停止する。 

 

注意事項 

 

１． ローカルルール８項において規制されるシューズ以外でもグリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用禁止とするこ

とがある。 

２．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。 

３． 競技委員会はすべての競技関係者、ギャラリーへの暴言等を含めエチケットの重大な違反があったプレーヤーを競技失

格とすることができる。 

４． コース内での携帯電話の通話は緊急時以外（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。 

５．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、必ず鹿島南蓼科ゴルフコース(TEL：0266-76-2222)に連絡すること。 

６．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） 

７．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。 

８．使用ティーマーカーは 青色（PGSティー）とする。 

９．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）

を限度とする。 

10．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』）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ご確認下さい。 

11．受動喫煙を防止する為、健康増進法に基づいた対応につき所定の場所以外は禁煙とする。移動中及び走行中の乗用カート

内は禁煙とする。※所定の場所とは灰皿が置いてある場所を示す。 

 

12. 全日本大会で所定の成績を収められ、日本ゴルフ協会主催の２０２１年度第１０５回日本アマチュアゴルフ選手権競技の

出場権を獲得された場合、同競技では日本アンチ・ドーピング規定に基づくドーピング検査が実施されますので予めご承

知おきください。詳細は日本ゴルフ協会ホームページでご確認ください。 

  http://www.jga.or.jp/html/anti_doping/index.html 

 

競技委員長  長谷川 大輔 

 

 

 

〔付 記〕 

成績上位者には次の競技の出場資格が与えられる。 

≪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４０位は６月１５日（火）、１６日（水）、オールドオーチャードゴルフクラブ（茨城県）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．第 1位 

２０２２年度から２０２６年度（５年間）本競技地区決勝（予選に出場した場合を除く） 

３．第２位～第５位 

２０２２年度本競技地区決勝競技（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≫（注意：有資格者が含まれる場合でも繰り下げは認めない） 

１．第１位 

  ２０２２年度北海道ゴルフ連盟主催「北海道アマチュアゴルフ選手権決勝」（北海道在住者のみ） 

  ２０２２年度北海道ゴルフ連盟主催「北海道オープンゴルフ選手権」（北海道在住者のみ） 

  ２０２２年度東北ゴルフ連盟主催「東北アマチュアゴルフ選手権決勝」（東北地区在住者のみ） 

  ２０２２年度関東ゴルフ連盟主催「関東アマチュアゴルフ選手権ブロック大会」（関東地区在住者のみ） 

２．第１位～第２位 

  日刊アマゴルフ２０２２全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権北海道大会（北海道在住者のみ） 

  日刊アマゴルフ２０２１全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権第４８回東日本大会関東決勝 

３．第２位～第１０位 

  ２０２２年度北海道ゴルフ連盟主催「北海道アマチュアゴルフ選手権予選」（北海道在住者のみ） 

  ２０２２年度北海道ゴルフ連盟主催「北海道オープンゴルフ選手権予選」（北海道在住者のみ） 

２０２２年度関東ゴルフ連盟主催「関東アマチュアゴルフ選手権予選」（関東地区在住者のみ） 

４．成績上位者 

  ２０２２年度東北ゴルフ連盟主催「東北アマチュアゴルフ選手権決勝」但し、東北ゴルフ連盟加盟倶楽部所属会員以外の

者の上位２名（東北地区在住者のみ） 

  ２０２２年度東北ゴルフ連盟主催「東北アマチュアゴルフ選手権青森県予選」但し、東北ゴルフ連盟加盟倶楽部所属会員

以外の者の第３位～第１０位（青森県在住者のみ） 

 

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

     参加賞（ソックス３足セット）※参加者のみ 

 

【競技参加料】 

地区決勝参加料 3,300円は、大会初日に開催会場にて徴収します。 

出場者は大会初日に鹿島南蓼科ゴルフコースに地区決勝参加料を支払うこと。 

但し、地区決勝シード選手は除く。 

 

 

   

 

 

http://www.jga.or.jp/html/anti_doping/index.html


〔お知らせ〕 

 

1. プレーフィー   12,000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で練習球をお買い求

めいただけます）25球 200円（40ヤード 10打席）※最寄りの練習場は三井の森蓼科ゴルフコース様と

なります。 

5. ギャラリー    ギャラリー(選手の送迎者を含む)のクラブハウス内、コース内への入場はできません。 

6. 大会２日目のスタート時間の発表 

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 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。 

8. 浴室      湯舟ははらず、シャワーのみ使用可能です（5月 8日・9日のみ） 

 

 

 

◆◇◆大会スケジュール◆◇◆ 

 

【5月 8日（土）】 大会１日目     【5月 9日（日）】 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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新型コロナウィルス感染症拡大防止に関する取り組みについて 

 

【クラブハウス周辺でのお願い】 

1. 各所に消毒液を設置しております。手洗い、うがい、手指の消毒の励行とともに予防策としてご利用下さい。 

2. 以下に該当する方はプレーの自粛をお願いする場合があります。 発熱等の風邪の症状がある場合、強いだるさ（倦怠感）

や息苦しさがある場合。咳、痰、胸部不快感のある場合。 新型コロナウィルス感染症陽性とされた方との濃厚接触があ

る場合、同居のご家族や身近な知人に新型コロナウィルス感染症の感染が疑われる方がいる場合。並びに、過去１４日以

内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在 住者との濃厚接触があ

る場合。 臭覚・味覚に異常があると感じている方。 

3. 場内で体調が悪化した場合は至急スタッフまでお申し出ください。  

4. ロッカールームの滞在時間を短縮できるよう、ゴルフウェアでのご来場をおすすめいたします。  

5. クラブハウス内ではマスクの着用及び大声で話さないようお願いいたします。  

6. ご入浴は、30 分を目安にご利用ください。  

7. プレー代金は、「クレジットカード」でのご精算を推奨させていただきます。  

8. トイレ使用後は蓋を閉めて汚物を流すようお願いいたします。（飛沫防止）  

 

【コース内でのお願い】  

1. カートご利用については出来るだけ「密接」を避け、会話をお控えください。会話する場合はマスクを着用して会話して

ください。  

2. コース内では、お客様同士２メートル以上の距離確保を心掛けてください。  

3. ティーイングエリアは打つ方だけが上がるようにしてください。  

4. ボールピッカーは撤去した為、池に入ったボールは拾わないでください。 

5. マスター室前での接触をなるべく避けるためラウンド終了後のクラブ拭きを最終ホールグリーンより離れた場所で実施さ

せていただきますのでご了承ください。  

 

【ゴルフ場の対応】  

1. 接客業務中のマスク・手袋の着用  

2. 対面接客が必要な箇所には、アクリル板・透明のビニールカーテン等を設置 

3. 手洗い、うがい、咳エチケットの徹底（一定時間内に定期的に実施）  

4. 従業員の出勤前の検温の実施（体調不良者の出勤停止）  

5. 通常清掃に加え、拭き上げ消毒強化  

6. クラブハウス内の十分な換気  
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