
.

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

藤 伊津子 小本 さゆり 西村 貴美枝 香川 あゆみ 久保 まみ 平田 優子 樽井 富美代 田北 和代

紫CCあやめｺｰｽ WF森林公園 ﾍﾞｱｽﾞ 西神戸 よみうりｳｴｽﾄ 中部日本ｼｰﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ 西日本ｼｰﾄﾞ

幸塚 由紀 高橋 由起子 久原 孝子 柏 敬子 穴吹 篤子 堀田 裕美子 山田 久子 芹田 吉美

北神戸 紫CCあやめｺｰｽ ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 千葉よみうり よみうりｳｴｽﾄ WF森林公園 岡山空港 千葉よみうり

伊藤 清美 中村 敦子 浜 裕子 遠藤 芳江 川田 千沙 井上 薫 丸之内 広美 大井 鏡子

西日本ｼｰﾄﾞ 伊深の森 ﾍﾞｱｽﾞ 紫CCあやめｺｰｽ 小杉 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾞﾙﾌ WF森林公園 よみうりｳｴｽﾄ

仁科 理恵 今井 隆代 今井 啓子 川人 範子 土士田 聡代 北畠 久美 近藤 京子

昭和の森 よみうりｳｴｽﾄ 紫CCあやめｺｰｽ ﾍﾞｱｽﾞ WF名古屋港 岡山空港 千葉よみうり

宮崎 美奈子 渡部 美弥子 鈴木 裕美 岡崎 美佐子 平 加奈子 山下 裕子 山元 珠美 庄 きよ美

ｱﾘｼﾞ 西日本ｼｰﾄﾞ 中部日本ｼｰﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ 小杉 北神戸 紫CCあやめｺｰｽ よみうりｳｴｽﾄ

大原 由利子 渡邉 留美子 田辺 由美子 北川 京子 齊藤 弘子 岩崎 未果 富田 佳子 古澤 久絵

西日本ｼｰﾄﾞ 紫CCあやめｺｰｽ 西日本ｼｰﾄﾞ ｱﾘｼﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 中部日本ｼｰﾄﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 千葉よみうり

内山 汐里 宮下 奈美 山田 真美 金井 恵美子 吉川 美香 鏑木 友子 田島 和美 加藤 あけ美

全日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港 ﾍﾞｱｽﾞ 昭和の森 全日本ｼｰﾄﾞ 東日本ｼｰﾄﾞ WF名古屋港 ｱﾘｼﾞ

永山 恵子 栗原 悦子 横川 亜希子 鶴留 里栄子 菊川 由美子 石原 慶子 小野 久美 大谷 春美

全日本ｼｰﾄﾞ 全日本ｼｰﾄﾞ ＪＧＭ宇都宮 ﾍﾞｱｽﾞ 全日本ｼｰﾄﾞ 全日本ｼｰﾄﾞ ｱﾘｼﾞ よみうりｳｴｽﾄ

8:04 8:04

川﨑 修一 高宏 茂 近藤 克久 濱口 晃 田中 富雄 伊藤 祐作 伊藤 明 松葉 勇造

名古屋広幡 ﾍﾞｱｽﾞ 西日本ｼｰﾄﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ よみうりｳｴｽﾄ 岡山空港 名古屋広幡 定光寺

中井 基雄 大西 慶藏 福田 正雄 田中 辰夫 髙瀬 和弘 水野 和人 町田 豊一 吉井 義雄

ｱﾘｼﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ WF森林公園 昭和の森 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ WF森林公園 よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

吉田 孝行 中川 晴生 天良 正文 松本 英司 伊藤 晴夫 梶原 政彦 市居 智 田島 宏昭

ﾍﾞｱｽﾞ 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 湯村 名古屋広幡 伊深の森 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 京都大原 千葉よみうり

伊藤 京春 加藤 明弘 松原 和之 坂根 正己 江西 博文 山本 重雄 山本 哲也 大島 勉

WF名古屋港 富士ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 小杉 よみうりｳｴｽﾄ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 小杉 紫あやめ 伊深の森

三河 敬二 南條 式数 大矢 雅雄 中西 秀樹 長谷川 清延 安富 秀樹 吉田 一敏 田中 鋭郎

ｱﾘｼﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 京都大原 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 紫あやめ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ WF森林公園

中嶋 浩 伊藤 哲彦 森 静生 玉川 実 久保田 剛司 望月 修 入谷 祥王 藤崎 馨

大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本ｼｰﾄﾞ 昭和の森 北神戸 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 昭和の森 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 伊深の森

俵 聖徳 藤井 広文 寺田 智 安川 寛昭 島田 崇 江村 博次 マハリ・アブラハム 佐藤 敏夫

全日本ｼｰﾄﾞ ｱﾘｼﾞ 紫あやめ 京都大原 全日本ｼｰﾄﾞ 岡山空港 WF森林公園 よみうりｺﾞﾙﾌ

小川 竹男 小島 朋広 常峰 正義 岩井 正一 齋藤 実 善方 幸次 柴田 雅好 岡 藤太郎

全日本ｼｰﾄﾞ 中部日本ｼｰﾄﾞ 西神戸 東日本ｼｰﾄﾞ 千葉よみうり 全日本ｼｰﾄﾞ 伊深の森 西日本ｼｰﾄﾞ

9:16 9:16

小林 信吾 和田 均 北川 富重 井戸 繁明 木村 雄一 那波 芳比古 中川 久 野口 敏一

全日本ｼｰﾄﾞ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｱﾘｼﾞ 花回廊 全日本ｼｰﾄﾞ 東日本ｼｰﾄﾞ ｱﾘｼﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

長富 公守 林 建治 松井 幸男 新倉 静男 銘苅 雅広 安藤 秀二 横山 尚次 和田 博之

よみうりｳｴｽﾄ 小松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 西日本ｼｰﾄﾞ ﾊｰﾓﾆｰ ﾍﾞｱｽﾞ よみうりｺﾞﾙﾌ 中部日本ｼｰﾄﾞ 紫あやめ

小倉 幸雄 柳 春植 鈴木 克弘 長田 和正 山元 利男 春名 実 吉谷 博之 丸山 武志

東日本ｼｰﾄﾞ WF森林公園 紫あやめ ｱﾘｼﾞ ｱﾘｼﾞ ﾍﾞｱｽﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

西山 靖彦 武林 孝芳 沖 和人 大川 厚志 眞崎 謙治 石原 伸行 増元 公男 古岡 弘吉

紫あやめ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 下館ｺﾞﾙﾌ倶楽部 ｱﾘｼﾞ 西日本ｼｰﾄﾞ ｱﾘｼﾞ

長谷川 壽彦 三野 文晴 片山 眞次 弘瀬 政幸 城 伸起 山本 国治 大森 幹夫 藤田 勝治

富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 伊深の森 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ WF森林公園 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 小松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

中島 仁三 松尾 藤徳 佐藤 隆 杉原 吉彦 石山 美紀 加藤 優 小寺 研介 葉山 寿一

千葉よみうり ｱﾘｼﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ よみうりｳｴｽﾄ 千葉よみうり 奥津 ｱﾘｼﾞ 大阪ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

川瀬 英敏 渡辺 英毅 眞﨑 敏寛 岡部 昭治 井本 覚 關橋 光一 髙野 幹雄 国方 敬二

名古屋広幡 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 千葉よみうり 花回廊 ｱﾘｼﾞ 富士ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 中部日本ｼｰﾄﾞ 高松ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

金村 正春 小林 茂美 大参 幹雄 大田 卓一 洗井 良夫 内村 昭紀 鹿俣 義春 小川 俊一

中部日本ｼｰﾄﾞ 奥津 名古屋広幡 奥津 北神戸 伊深の森 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

参加人数：191人 ※黄色塗り箇所＝繰上げ出場選手

24 10:20 24 10:20

（繰上げ出場選手更新：10/11（18：50）時点）

22 10:04 22 10:04

23 10:12 23 10:12

20 9:48 20 9:48

21 9:56 21 9:56

7 7:48

5 7:32 5 7:32

6 7:40

19 9:40 19

18 9:32 18 9:32

9:40

9:24

14 8:52 14 8:52

15 9:00 15 9:00

16 9:08 16 9:08

17 9:24 17

12 8:36 12 8:36

13 8:44 13 8:44
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7:08

-

11 8:28 11 8:28

8 7:56 8 7:56

調　　整　　時　　間
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10 8:20 10 8:20

7:40

7 7:48

全日本女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権

開催コース：コート・ベール徳島ゴルフクラブ 2022年10月13日(木)

OUT IN 

組 組

7:00 7:001

調　　整　　時　　間

9 8:12 9 8:12

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

全日本ミッドシニアアマチュアゴルファーズ選手権
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7:16

4 7:24 4 7:24
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2022年度日本パブリックゴルフ協会主催競技は（公財）日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則（2019年 1月施行）

と、このローカルルールを適用する。 

これらの追加・変更については各競技に適用される競技規定やプレーヤーへの注意事項を確認すること。下

記に参照するローカルルールの全文については 2019年 1月発効の「ゴルフ規則のオフィシャルガイド」を参

照すること（www.jga.or.jpで閲覧可）。 

別途規定されている場合、または適用規則が明示されている場合を除き、ローカルルールの違反の罰は一般

の罰（ストロークプレーでは２罰打）。 

 

ローカルルール 
 

１．アウトオブバウンズ 

(a)アウトオブバウンズは白杭または赤杭の柱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。 

(b)アウトオブバウンズに止まったり、そのアウトオブバウンズを超えて止まった球は、他のホールでは

インバウンズとなるコースの別の部分に止まったとしてもアウトオブバウンズである。 

 

２．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 

(1) 白線または青杭で囲まれ標示してある区域 

(2) 張芝の継ぎ目；ローカルルールひな型 F-7を適用する。 

プレーヤーの球が張芝の継ぎ目にあるか、触れている場合、あるいは継ぎ目がプレーヤーの意図

するスイングの区域の障害となっている場合 

(ⅰ)ジェネラルエリアの球： 

そのプレーヤーは規則 16.1bに基づいて救済を受けることができる。 

(ⅱ)パッティンググリーン上の球： 

そのプレーヤーは規則 16.1dに基づいて救済を受けることができる。 

しかし、その継ぎ目がプレーヤーのスタンスにだけ障害となっている場合、障害は存在しない。

救済を受けるときは、張芝の区域の中のすべての継ぎ目は同じ継ぎ目として扱われる。そのこと

は、球をドロップした後にどの継ぎ目であってもプレーヤーの障害となる場合、たとえその球が

基点から 1 クラブレングス以内にある場合でも、そのプレーヤーは規則 14.3c(2)に基づいて要

求されるように処置しなければならないこと(再ドロップ)を意味している。 

(b) 動かせない障害物 

(1) 白線の区域と動かせない障害物がつなげられている場合、ひとつの異常なコース状態として扱

われる。 

(2) 動かせない障害物で囲まれている庭園区域とその中で生長しているすべての物は、ひとつの異

常なコース状態として扱われる。 

（3）コース内の防球ネット（金網）が動かせない障害物となる場合、その障害物の上を越えたり、中

や下を通さずにニヤレストポイントを決めなければならない。 

（4）Ｕ字排水溝はジェネラルエリアの一部として扱われ、ペナルティーエリアではない（例外：ペナ

ルティーエリアとしてマーキングされている区域の中にあるＵ字排水溝）。 

（5）人工の表面を持つ道路に隣接しているＵ字排水溝はその道路の一部として扱う。 

(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

救済は認められない。 

 

３．不可分の部分 

  次の物は不可分の物であり、罰なしの救済は認められない： 

(a) 所定の場所にあるバンカーライナー（砂止めのシートやネット）。 

(b) 樹木や他の常設物に密着させてあるワイヤ、ケーブル、巻物、その他の物 

 

４．規則 11.1b例外 2に基づいてパッティンググリーンから行われたストロークを 

再プレーをしなければならないケースを制限する ローカルルールひな型 D7 

規則 11.1b例外 2はプレーヤーがパッティンググリーンからプレーした球が偶然に次のものに当たった 

場合には適用しない。 
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・そのプレーヤー 

・そのストロークを行うためにそのプレーヤーによって使用されたクラブ、または、 

・ルースインペディメントとして定められる動物（ミミズ、昆虫や簡単に取り除くことができる類 

似の動物）。 

  そのストロークはカウントし、球はあるがままにプレーしなければならない。このローカルルールに 

違反して誤所から球をプレーしたことに対する罰：規則 14.7aに基づく一般の罰。 

 

５. 壊れた、または著しく損傷したクラブの取り替えについてのローカルルールＧ－9 

  規則 4.1ｂ（3）は次のように修正される 

  プレーヤーのクラブを乱暴に扱った以外のケースでラウンド中（プレーの中断中を含む）にそのプレー 

ヤーやキャディーによって「壊れた、または著しく損傷した」場合、そのプレーヤーは規則 4.1ｂ（4） 

に基づいてクラブを別のクラブに取り替えることができる。 

クラブを取り替える場合、そのプレーヤーは壊れた、または著しく損傷したクラブを規則 4.1ｃ（1） 

の処置を使用してすぐにプレーから除外しなければならない。 

このローカルルールの違反に対する罰は規則 4.1ｂ参照 

 

６．クラブと球の規格 

(a) 適合ドライバーヘッドリスト；ローカルルールひな型 G-1を適用する： 

プレーヤーが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

ッドリストに掲載し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。 

このローカルルールに違反したクラブでストロークを行ったことに対する罰：失格 

例外：1999 年より前に製造されたクラブヘッドを持つドライバーはこのローカルルールから免除さ

れる。 

 (ｂ) 適合球リスト；ローカルルールひな型 G-3を適用する： 

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。 

このローカルルールに違反した球でストロークを行ったことに対する罰：失格 

注：上記(a)及び(ｂ)の更新されたリストは www.jga.or.jp あるいは www.randa.org で閲覧できる。 

(ｃ) 地面を深く貫くようなデザインされた靴、あるいは有数の鋲・（メタル製・プラスチック製・その他 

の材質を含め）を有するスパイクを持つシューズを履いてはならない。 

 

７．険悪な気象状況によるプレーの中断（規則 5.7） 

危険な状況のためにプレーの中断、または通常の中断はカート無線によって伝えられる。 

どちらの場合も、プレーの再開はカート無線よって伝えられる。 

次の信号がプレーの中断と再開に使われる：  

差し迫った危険のための即時中断  カートナビで連絡 
危険な状況ではない中断      カートナビで連絡 

プレーの再開           カートナビで連絡 

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。 

 

８．練習（規則 5） 

(ａ) ストロークプレーのラウンド前、またはラウンドとラウンドの間の練習 

ローカルルールひな型Ⅰ-1.2を適用し、規則 5.2ｂは次の通り修正される： 

「プレーヤーはラウンド前やラウンドとラウンドの間に競技コースで練習してはならない。 

規則 5.2の違反の罰：規則 5.2の罰則規定を参照。 

例外：プレーヤーは競技日に練習用に用意されているコース内のすべての練習区域を練習のために

使うことができる。」 

(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の練習 

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 
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・ 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。」 

※９ホール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

の練習をすることができる。（アプローチ並びにバンカー練習場は使用禁止） 

 

９．キャディー使用禁止（セルフプレーの場合に限る） 

   規則 10.3は次のように修正される：プレーヤーはラウンド中にキャディーを使用してはならない。 

 

 

競技の条件 
 

１．参加資格 

  プレーヤーは各競技の「競技の条件」で定められる参加資格の条件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参照） 

 

２. プレーの条件 

  ３６ホールストロークプレー 

  第１ラウンド １０月１３日（木）  １８ホール・ストロークプレー 

  第２ラウンド １０月１４日（金）  １８ホール・ストロークプレー 

  ※本競技は１８ホール終了をもって成立とし、２日間で３６ホール消化できなかった場合は競技を短縮 

する。 

 

３．スコアカードの提出（規則 3.3b） 

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。 

 

４．タイの決定 

正規のラウンドが終わり 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。 

 

５．競技の結果 ― 競技の終了 

本競技は、日本パブリックゴルフ協会のホームページに最終成績が掲載された時点をもって終了したも

のとみなす。 

 

６．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。 

 

７．競技の成立 

本競技の競技者全員が規定のラウンドを終了できなかった場合、委員会は競技成立について別途定める

ものとする。 

 

８．委員会の裁定 

委員会はローカルルール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。 
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お知らせ 
 

１. クラブハウス、レストラン、練習場は ６：００よりオープン致します。 

２. 練習場のご案内 

① 阿南ゴルフガーデン     徳島県阿南市富岡町あ王谷 62-1   ℡ 0884-22-7667 

         ※10月 13日（木）・14日（金）は、朝 6時よりオープンしております。 

② 橘スーパーゴルフクラブ   徳島県阿南市橘町幸田５      ℡ 0884-21-7600 

 

注意事項 
 

１．ローカルルールに追加変更のある場合は掲示板（ホームページ含む）、スタートホールのティーイ 

ングエリア付近に告示する。 

２．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．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．練習は指定練習場にて行うこと。打球練習場（ドライビングレンジ）はございません。 

５. コース内では携帯電話の使用は緊急時以外（事故・ケガ等）禁止する。※コース内では必ず電源を 

OFFにすること。 

６．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。欠席する場合は、必ずコート・ベール徳島ＧＣ（TEL:0884-42-3441） 

に連絡すること。 

７．プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意のこと。 

（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する義務があります。） 

８．受動喫煙を防止するため、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。 

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。 

９．ギャラリーは、競技中コースに入ることはできません。また、昼食時などは、選手優先となっております

ので、ご了承ください。 

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ください。 

１１．46インチを超える長さのクラブの使用 

  本競技は46インチを超える長さのクラブの使用を禁止するローカルルールひな型Ｇ-10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。 

 

                               競技委員長   加 藤 義 孝 

 

 

新型コロナウイルス感染症防止対策としての行動規範 

 新型コロナウイルス感染を避けるため、競技中は倶楽部の感染症予防対策に協力しなければならない。 

 ・倶楽部ハウス内での予防対策事項の順守。 

 ・アテスト会場ではマスクを使用すること。 

 ・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はしないこと。 

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

 ・体調不良を少しでも感じた場合、コース上のすべての人のために競技を棄権し、競技委員（倶楽部担当

者）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は罰は課されませんが、故意に無視した場合委員会はそ 

のプレーヤーを失格にし、以降１年間主催競技への参加資格を停止する。 

 （オフィシャルガイド 5H（３）に規定する段階的な罰の採用できる） 

tel:0884-42-3441
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