
開催コース： ベアズパウ ジャパン カントリークラブ

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 出場コース 出場コース 出場コース 出場コース 時間 出場コース 出場コース 出場コース 出場コース

ミヤモト　ユキ ムラヤマ　ルミ キッカワ　ミキ カワイ　ソノエ ヤマダ　マミ キタノ　マキ クリス　ミナ クボ　マミ

宮本　由記 村山　ルミ 橘川　美紀 川井　園江 山田　真美 北野　真紀 栗栖　奈美 久保　まみ
ベアズ 京都大原 北神戸 よみうり ベアズ 大阪 岡山空港 よみうり

ヤワタ　ミチヨ ヨシイ　ノリコ カネダ　ユミコ イノキ　サチコ タニガワ　ハルコ アズマ　ヨウコ カワムラ　ミカコ

八幡　三千代 吉井　典子 兼田　由美子 猪木　幸子 谷川　春子 東　陽子 川村　三夏子
よみうり 北神戸 京都大原 岡山空港 ベアズ 米子 よみうり

オカベ　ミキ オオキ　チエ キタバタケ　クミ チカヒサ　ミチヨ ニシムラ　キミエ セノオ　ユキノ ヨシオカ　カヨコ オカザキ　ミサコ

岡部　美紀 大木　千枝 北畠　久美 近久　美智代 西村　貴美枝 妹尾　雪代 吉岡　佳与子 岡崎　美佐子
ベアズ 北神戸 岡山空港 コート・ベール徳島 ベアズ 岡山空港 グランドオーク よみうり

オカノ　イクコ オカムラ　ヤスコ ウエナカ　アユミ オガワ　ミドリ ツルドメ　リエコ タナカ　ワカコ イノウエ　カオル モリタマ　ミキ

岡野　生子 岡村　靖子 上仲　あゆみ 小川　みどり 鶴留　里栄子 田中　若子 井上　薫 森玉　美紀
ベアズ 大阪 京都大原 米子 ベアズ 京都大原 大阪 グランドオーク

ヤマシタ　ユウコ クロダ　マチコ エウラ　ミズエ マスモト　クニコ タカモリ　カオル スミダ　キミコ シミズ　トシエ

山下　裕子 黒田　真智子 江浦　瑞恵 増本　邦子 高森　薫 住田　喜美子 清水　聡枝
北神戸 コート・ベール徳島 よみうり よみうり 岡山空港 高松 北神戸

ハセガワ　アヤコ マエダ　イチエ ウエムラ　ユキエ アナブキ　アツコ オガワ　チカコ マツシタ　ナツコ ウメムラ　エツコ

長谷川　文子 前田　一恵 上村　優貴恵 穴吹　篤子 小川　千賀子 松下　夏子 梅村　悦子
ベアズ 大阪 グランドオーク よみうり 西神戸 京都大原 よみうり

カワヒト　ノリコ カガワ　アユミ スズキ　ハルミ ヨシオカ　キヨミ カジタ　ユミコ セト　タカヨ ヤマモト　チハル

川人　範子 香川　あゆみ 鈴木　晴美 確認中 吉岡　清美 梶田　由美子 瀬戸　貴世 山本　千春
ベアズ 西神戸 高松 岡山空港 米子 京都大原 よみうり

アシカワ　エリコ ヤマダ　ヒサコ サイトウ　ヒロコ オオタニ　ハルミ ナカムラ　アキコ タナカ　ノリコ ショウ　キヨミ

足川　絵里子 山田　久子 齊藤　弘子 大谷　春美 中村　彰子 田中　典子 庄　きよ美
米子 岡山空港 グランドオーク よみうり 京都大原 北神戸 よみうり

オオハラ　ユリコ ハセデ　ヒロエ クハラ　タカコ タルイ　フミヨ タナベ　ユミコ オオハラ　ヤスコ トミダ　ケイコ オオイ　キョウコ

大原　由利子 長谷出　博笑 久原　孝子 樽井　富美代 田辺　由美子 大原　也須子 富田　佳子 大井　鏡子
西日本シード ベアズ コート・ベール徳島 よみうり 西日本シード 大阪 高松 よみうり

タキタ　カズヨ ホリタ　ヨウコ コウヅカ　ユキ アベ　ヨシエ サカイ　ヨシエ イマイ　タカヨ ニシダ　アキコ

田北　和代 堀田　容子 幸塚　由紀 阿部　善江 坂井　良恵 今井　隆代 西田　明子
西日本シード 京都大原 北神戸 岡山空港 西日本シード よみうり 岡山空港

ワタナベ　ミヤコ イトウ　キヨミ ヒラヤマ　キクヨ ハマ　ユウコ タカヒロ　シゲル ヨシダ　カズトシ カミオカ　トシヒロ キヌガサ　トオル

渡部　美弥子 伊藤　清美 平山　菊代 浜　裕子 高宏　茂 吉田　一敏 上岡　俊寛 衣笠　徹
西日本シード 西日本シード よみうり ベアズ ベアズ ダンロップ 西神戸 京都大原

アキモト　マサオ オオタニ　ヒサオ オグマ　ヨシロウ ナガオ　ツヨシ グカワ　マサノブ イマニシ　トシヒコ ミシマ　ヒトシ クスモト　マサシ

秋本　正男 大谷　久雄 小熊　賢郎 長尾　剛 愚川　昌宜 今西　敏彦 三島　仁 楠本　正志
北神戸 よみうり 京都大原 奥津 ベアズ グランドオーク 京都大原 高松

ヨシダ　タカユキ クロカワ　マコト ヨシダ　ムネハル クボタ　タカシ フジモト　カズオ ワタナベ　ヒデキ ヨシダ　タダシ イド　シゲアキ

吉田　孝行 黒川　誠 吉田　宗治 久保田　剛司 藤本　和男 渡辺　英毅 吉田　正 井戸　繁明
ベアズ ダンロップ 京都大原 高松 ベアズ 高松 京都大原 花回廊

ウチノ　タカノリ マツモト　カツヒコ クワムラ　セイイチ クニカタ　ケイジ カキノキ　トシナリ ナカニシ　マサミ オオヤ　マサオ

内野　隆徳 松本　克彦 桑村　清一 国方　敬二 柿木　敏也 中西　正巳 大矢　雅雄
グランドオーク 西神戸 ベアズ 高松 ダンロップ 北神戸 京都大原

オクムラ　ヨシヒコ ノグチ　トシカズ カネダ　イオリ ヨシイ　ヨシオ ヒロセ　マサユキ オカベ　ショウジ ヤマオカ　テルアキ

奥村　善彦 野口　敏一 金田　伊織 吉井　義雄 弘瀬　政幸 岡部　昭治 山岡　照明
ベアズ 大阪 京都大原 高松 グランドオーク 花回廊 大阪

イトウ　テツヒコ ヨシミ　タケハル ナガトミ　コウシュ サイ　シュウウメイ オカ　トウタロウ ヨシタニ　ヒロユキ オクムラ　ヒロタカ タマガワ　ミノル

伊藤　哲彦 吉見　武始 長富　公守 蔡　秋明 岡　藤太郎 吉谷　博之 奥村　弘尊 玉川　実
西日本シード 高松 よみうり 西神戸 西日本シード ダンロップ コート・ベール徳島 北神戸

オダギリ　マサハル ヤスカワ　ヒロアキ オオタ　タクイチ ナカニシ　ヒデキ マツイ　ユキオ ミノ　フミハル ハルナ　ミノル タカセ　カズヒロ

小田桐　正治 安川　寛昭 大田　卓一 中西　秀樹 松井　幸男 三野　文晴 春名　実 髙瀬　和弘
西日本シード 京都大原 奥津 コート・ベール徳島 西日本シード 高松 ベアズ グランドオーク

マスモト　ミキオ コバヤシ　マサハル ハセガワ　ヨシノブ アライ　ヨシオ コンドウ　カツヒサ タナカ　トミオ ツネミネ　マサヨシ フジモト　ヨシハル

増元　公男 小林　正治 長谷川　清延 洗井　良夫 近藤　克久 田中　富雄 常峰　正義 藤本　祥治
西日本シード ベアズ グランドオーク 北神戸 西日本シード よみうり 西神戸 ダンロップ

ウエ　シュウジ タケミカ　シンジ ハヤマ　ヒサカズ シンカイ　ヒデユキ ヤマモリ　テツヤ サカネ　タダミ フジモト　フサヨシ コバヤシ　シゲミ

植　修治 武甕　眞司 葉山　寿一 新開　秀幸 山森　徹也 坂根　正己 藤本　房由 小林　茂美
高松 京都大原 大阪 コート・ベール徳島 ベアズ よみうり 京都大原 奥津

フジタ　マサハル オガワ　シュンイチ エニシ　ヒロフミ スギハラ　ヨシヒコ ハシモト　コウジ ツジ　カズオ イワサキ　テツヨ

藤田　勝治 小川　俊一 江西　博文 杉原　吉彦 橋本　弘二 辻　和夫 岩崎　哲世
グランドオーク ダンロップ 高松 よみうり 北神戸 京都大原 ダンロップ

イトウ　マサミ マチダ　トヨカズ イトウ　ユウサク マツキ　マスミ ニシカワ　タカシ マルモ　ヒロシ メイカリ　マサヒロ スミダ　ヨシノブ

伊藤　正己 町田　豊一 伊藤　祐作 松木　益実 西川　隆 丸毛　博 銘苅　雅広 住田　好信
ベアズ よみうり 岡山空港 京都大原 大阪 湯村 ベアズ 高松

オキ　カズト エムラ　ヒロジ マルヤマ　タケシ タケバヤシ　タカヨシ カトウ　マサル ヤマモト　クニハル ユウキ　クニヒコ ミキ　ケンジ

沖　和人 江村　博次 丸山　武志 武林　孝芳 加藤　優 山本　国治 結城　國彦 三木　建二
姫路 岡山空港 ダンロップ 高松 奥津 コート・ベール徳島 京都大原 高松

サトウ　トモヒロ ナカジマ　ヒロシ ソノハラ　サカエ イチイ　サトル マキノ　ノブオ ミヤモト　マサヒト コイケ　マサル ナカムラ　オサム

佐藤　友弘 中嶋　浩 園原　栄 市居　智 牧野　信夫 宮本　雅仁 小池　勝 中村　修
西神戸 大阪 北神戸 京都大原 グランドオーク よみうり ダンロップ 湯村

ワタナベ　ヒサオ マサキ　カオル オオニシ　ケイゾウ マツダ　シゲル モリヤス　マコト ハマグチ　アキラ カノマタ　ヨシハル イリタニ　ヨシオ

渡邊　久男 正木　薫 大西　慶藏 松田　茂 森安　誠 濱口　晃 鹿俣　義春 入谷　祥王
グランドオーク コート・ベール徳島 ダンロップ 高松 岡山空港 大阪 京都大原 高松

タカイ　エツオ イワモト　カズマサ ヤマグチ　ユウジ ナンジョウ　ノリカズ ナダイ　ジュンイチ テンラ　マサフミ カジワラ　マサヒコ シバタ　アツシ

髙井　悦雄 岩本　和眞 山口　優二 南條　式数 灘井　順一 天良　正文 梶原　政彦 柴田　淳志
西神戸 よみうり 大阪 高松 西神戸 湯村 姫路 奥津

・キャンセルが複数出た場合、3バックを減らす為、当日組合せを変更（多少前後）させていただきます。

・クラブハウスオープンは、6時00分となります。
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参加人数： 女子シニア79名　ミッドシニア113名
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2022年度 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  西日本地区決勝
2022年 9月 28日（水）　第１日目
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1．アウトオブバウンス（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）

開 催 日 　2022年 9月28日（水）、29日（木） 　（a）レッドペナルティーエリアが境界に隣接している場合、そのペナルティーエリアの縁はその境界に及びその境界と一致する。

開催場所 　ベアズパウ ジャパン カントリークラブ 3．異常なコース状態（動かせない障害物を含む）（規則16）

　〒520-0058　滋賀県甲賀市水口町春日146　　TEL：0748-65-2552 　（a）修理地　　　 青杭又は白線で囲まれた区域。

主　　催 　公益社団法人日本パブリックゴルフ協会 　（b）動かせない障害物　　保護マット、舗装道路、散水栓、樹木の支柱、その他人工の施設物。

後　　援 　公益財団法人日本ゴルフ協会／一般社団法人関西ゴルフ連盟／一般財団法人中国ゴルフ連盟／ 　（c）地面にくい込んだ球　　規則16.3は次のように修正される：バンカーの上方の積み芝の面にくい込んだ球について罰なしの

　四国ゴルフ連盟／九州ゴルフ連盟／公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟／一般社団法人日本 救済は認められない。

　ゴルフ用品協会／報知新聞社／日刊スポーツ新聞社／デイリースポーツ／スポーツニッポン新聞社 4．不可分な物

　／サンケイスポーツ 　　 次のものは不可分の物であり、罰なしに救済は認められない。

プレーの条件　36ホール・ストロークプレー 　（a）樹木や他の常設物に密着させてあるワイヤー、ケーブル、巻物等。

　　　　第1ラウンド　9月28日（水）　18ホール・ストロークプレー　　 5．プレーの中断（規則5.7）

　　　　第2ラウンド　9月29日（木）　18ホール・ストロークプレー 　　 次の合図がプレーの中断と再開に使われる：

使用ティー 　女子シニア：PGS赤マーク　　ミッドシニア：PGS緑マーク 　　 乗用カート搭載ナビゲーションより一斉通報する。

競技参加料 　地区決勝参加料　3,300円（税込み）は、大会初日にベアズパウジャパンカントリークラブにて 　　 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

　プレー代と一緒に徴収します。　但し、地区決勝シード選手は除く。 　　 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。

表　　彰 　女子シニア　1位～3位 （4位～10位）　　　　　ミッドシニア　1位～3位 （4位～10位） 6．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はR＆Aが発行する最新の適合ドライバーヘッドリストに記載されているクラブヘッド

距離表 ◆女子シニア 　　　　　　（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。

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 　　（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記載されていなければならない。

Yards 352 325 154 495 339 144 303 342 448 7．練習（規則5.5）

Par 4 4 3 5 4 3 4 4 5 　　 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

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 　　 は次の通り修正される：

Yards 340 352 449 310 310 128 364 148 470 　　 「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：

Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 　　 ・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。」

◆ミッドシニア 　　 ※9ホールを終了して待ち時間のある場合は、指定されたパッティング練習場においてパターのみ練習することができる。

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 　　　　 （打球練習場およびアプローチ・バンカー練習場は使用禁止）

Yards 382 367 174 535 366 144 358 373 497 8．移動

Par 4 4 3 5 4 3 4 4 5 　　 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および用具の移動は、全組ともプレーヤーが1台の乗用カートを共用

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 　　 して行うものとする。

Yards 392 411 503 346 333 150 401 175 497 9．キャディー

Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 　　 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

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。本書に記載のない事項や追加変更が 　　 は次のホールで一般の罰を受ける。

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打罰）」となる。

ローカルルール
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全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権

全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権

西日本地区決勝　競技開催要項

36 72

IN Total

IN Total



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。

1．参加資格 　　 ※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。

　　 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。 　　 詳細は主催団体に各自でご確認ください。

2．スコアカードの提出 11．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年度日本アマチュアゴルフ選手権・日本女子アマチュア

　　 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。 　　 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

　　 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 　　 すので予めご承知おきくください。

　　 なければならず、そしてすぐに戻らなければならない。 　　 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

3．タイの決定

　　 正規のラウンドを終え、1位がタイの場合は、即日委員会の指定するホールにて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、優勝者以外のプレーヤーは2位タイとする。また、悪天候・日没等により当日プレー

　　 オフができない場合、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、スコアの良いプレーヤーを優勝

　　 とする。それでも決定しない場合は次の順で決定する。

　　 最終ラウンドの良いスコア→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 本地区決勝予選通過者は、【女子シニア：上位 22名】 　【ミッドシニア：上位 49名】　とする。

　　 競技・当協会競技へのシード権付与に関しても、最終ラウンドのスコアを比較し、成績の良いプレーヤーに資格を付与する。 　　 地区決勝通過者に辞退が生じた場合、全日本大会の前日までエントリー人数の15％の範囲内で繰り上げを認める。

　　 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。

　　 スコアカード方式→委員会によるくじ引き。 全日本決勝大会 2022年10月13日（木）・14日（金）

4．競技終了時点 コート・ベール徳島ゴルフクラブ

　　 本競技は、日本パブリックゴルフ協会ホームページに、最終成績が記載された時点をもって終了したものとみなす。 〒779-1293 徳島県阿南市那賀川町みどり台1-1　　　TEL.0884-42-3441

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、定めてあるラウンド数を短縮することができる。 ≪日本パブリックゴルフ協会主催競技への出場資格≫

　　●西日本地区決勝（女子シニア・ミッドシニア）の成績上位者には、次の競技の参加資格が与えられます。

1）優勝者 2023年度から2027年度（5年間）本競技地区決勝（予選に出場した場合除く）

2）第2位～5位 2023年度本競技地区決勝（予選に出場した場合を除く）

≪他団体競技への出場資格≫

1．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消すことができる。 　　●西日本地区決勝の成績上位者には、次の競技の参加資格が与えられます。

2．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 ・女子シニア優勝者

　　ことができる。 2023年度関西ゴルフ連盟主催「関西女子シニアゴルフ選手権決勝」（関西地区居住者のみ）

3．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エリア付近に告示する。 ・ミッドシニア優勝者

4．組合せおよび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、組合せおよびスタート時間を変更する場合がある。 2023年度四国ゴルフ連盟主催「四国ミッドシニアアマチュアゴルフ選手権決勝」（四国地区居住者のみ）

　　欠席する場合は、必ずベアズパウジャパンカントリークラブ（TEL：0748-65-2552）に連絡すること。

5．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 はペナルティを科す。

　　（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）

6．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。 ※ クラブハウスオープン時間は、6時00分となります。

7．練習は指定練習場にて行い、打球練習場においては備え付けの球を使用すること。　※一人一カゴ（25球）を制限とする。 ※ 新型コロナウイルス感染予防の為、次の場所では感染予防対策に協力してください。

8．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。 　　 （クラブハウス内マスク着用、アルコール消毒等の遵守）

　　※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。 ※ 新型コロナウイルス感染予防の為、大会当日はプレーヤー以外の入場はお断りいたします。

9．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。所定の場所とは灰皿設置個所を示す。

競技委員長

注意事項

付記

その他

競技の条件
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