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氏名 氏名 氏名 氏名
所属 所属 所属 所属

ミヤザキ　ミドリ ナカタ　ケイカ イワサキ　タミコ

宮﨑みどり 中田　恵可 岩﨑　民子

若松 グランドチャンピオン くまもと城南C

ナス　メグミ カイエダ　ユカリ クドウ　タカヨ ゴトウ　トモエ

那須　恵 海江田由香里 工藤　貴代 後藤ともえ

グリーンランドリゾート 福岡レイクサイド チェリー小倉南 西戸崎シーサイド

タカシマ　ユウコ ノガミ　エミ イマムラ　クミコ モリヤマ　マサコ

高島　裕子 野上　恵美 今村久美子 森山　正子

鹿北 グランドチャンピオン グリーンランドリゾート 福岡国際

コバヤシ　リナ フクイ　カズコ ナギノ　マキ オガワ　アキコ

小林　莉奈 福井　和子 奈木野真貴 小川安希子

サンリゾートワカミヤ ブリヂストン 鷹羽ロイヤル 芥屋

ミタ　ユリコ イワシタ　カズエ クロイワ　シズエ ヒラカワ　ヨウコ

箕田有里子 岩下　和江 黒岩　静江 平川　洋子

芥屋 ワールド 久留米 皐月天拝

ソエダ　マユミ ヨシダ　シゲミ シマダ　ヒロミ カンダ　ミエコ

添田麻由美 吉田　成美 嶋田　浩美 神田美栄子

志摩シーサイド 若松 鹿北 鷹羽ロイヤル

ワタナベ　ショウコ キクチ　ヤスエ オオタ　マキ

渡辺　笛子 菊地　恭栄 太田　万記

大博多 若松 芥屋

ミゾクチ　ミエコ ミトマ　ミホ イモリ　アイ ナガマツ　ユミコ

溝口三重子 三苫　美保 伊森　愛 永松由美子

肥後サンバレー 志摩シーサイド ミッションバレーB 熊本空港

ワキゾノ　ユキエ ムラナカ　ミキ サトウ　アヤ タケナカ　ミユキ

脇園　幸風 村中　美紀 佐藤　あや 竹中美由起

若松 佐賀 ザ・クイーンズヒル ミッションバレーB

ヤマダ　ミチヨ ヒビノ　ヨシコ イシマツ　モトコ トクマル　ヒロコ

山田美智代 日比野義子 石松　基子 得丸　浩子

佐賀 くまもと中央 西日本 大分中央

フクモト　アヤ マツオカ　ヨウコ タニグチ　ヤスコ ｲﾏﾊﾞﾔｼ　ｸﾐｺ

福本　綾 松岡　陽子 谷口　恭子 今林久美子

くまもと城南C グランドチャンピオン ミッションバレーA 西戸崎シーサイド

アベ　イクコ ニシカワ　ミチコ ヤマダ　ユリエ ハヤシ　ユミ

阿部　育子 西川　道子 山田友里恵 林　百美

西日本 福岡国際 福岡レイクサイド くまもと城南B

クロイシ　サヤカ クドウ　アヤ タキシタ　マユミ イトウ　キョウコ

黒石沙也佳 工藤　彩 瀧下　真弓 伊藤　京子

サンリゾートワカミヤ 福岡レイクサイド ザ・クイーンズヒル 志摩シーサイド

コニシ　アスカ オオイシ　ナオコ マツナガ　サトコ イズミダ　タクミ

小西　朝香 大石　直子 松永　里子 泉田　卓美

ミッションバレーB ブリヂストン グリーンランドリゾート くまもと城南C

ツジ　リナ キハラ　ヨシコ シバタ　ケイコ ウエノ　セツコ

辻　理奈 木原　美子 柴田　桂子 上野　節子

グランドチャンピオン 佐賀 西日本 西戸崎シーサイド
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1 8:30

2 8:39
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9 10:00

10 10:09
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12 10:27
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15 10:54
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氏名 氏名 氏名 氏名

所属 所属 所属 所属

タカイチ　チエ ハラダ　アキ オノハラ　ヨシコ

高市　千絵 原田　亜紀 小野原淑子

大博多 チェリー小倉南 皐月天拝

ハヤマ　リエ テラシマ　セイコ タテイシ　ミネコ キノシタ　ケイコ

早麻　理恵 寺嶋　誠子 立石美根子 木下　圭子

芥屋 熊本空港 大博多CC くまもと城南C

フジイ　マユミ キノシタ　アキラ フジモト　ミヤコ マキノ　ヨウコ

藤井真由美 木下　信 藤本美夜子 牧野　陽子

ワールド くまもと城南A くまもと中央 チェリー小倉南

タケイ　ミヅキ ヤカベ　チサコ マツバラ　ミズホ モンジ　サチコ

竹井　弥月 矢ヶ部智佐子 松原　瑞穂 門司　幸子

ミッションバレーA 久留米 鷹羽ロイヤル ザ・クイーンズヒル

タカハマ　マユミ ヒガシオオモリ　レイコ モリ　ヤスエ オダ　ミワコ

高濱まゆみ 東大森れい子 森　靖恵 小田美和子

ブリヂストン 熊本空港 皐月天拝 福岡国際

ホンダ　ツキエ タテモト　トモコ キヨタ　ヨシコ

本田　月枝 竪元　智子 清田　善子

くまもと城南A 西日本 久留米

オオバヤシ　ヤスヨ ウエムラ　クルミ タケダ　フミコ ソノダ　ノブヨ

大林　康代 植村くるみ 武田富美子 園田　信代

鷹羽ﾛｲﾔﾙ チェリー小倉南 肥後サンバレー 大分中央

サトウ　リサ ハナヤマ　エツコ ヤノ　キヨミ

佐藤　理沙 花山　悦子 矢野記代美

大分中央 ミッションバレーB くまもと中央

トシミツ　チハル シマダ　ユミコ ハナヤマ　カオリ

利光ちはる 島田会美子 花山佳緒理

大分中央 ワールド 福岡レイクサイド

ハナダ　ミユキ ミヤハラ　マサエ カワサキ　ユミコ ナカムラ　ミスズ

花田美由樹 宮原　雅恵 川﨑由美子 中村美須寿

佐賀 志摩シーサイド くまもと城南B 福岡国際

ヒラタ　ユキエ ナベタニ　ヒトミ ヤマダ　セイコ フルヤ　キヨミ

平田　雪恵 鍋谷ひとみ 山田　聖子 古屋　清美

久留米 くまもと城南A ワールド 西戸崎シーサイド

タカハシ　ケイコ イケダ　ヨリコ シロウズ　シオリ トミナガ　シゲコ

高橋　圭子 池田　順子 白水　志織 冨永シゲ子

サンリゾートワカミヤ ブリヂストン 大博多 くまもと城南B

キムラ　キコ コバヤシ　マミ ニシウチ　ノブコ クニタケ　セツコ

木村　紀子 小林　麻実 西内　伸子 國武　節子

サンリゾートワカミヤ ミッションバレーA 皐月天拝 鹿北

マツオカ　フミエ トウノ　ミキコ クリタ　リナ マツオカ　イクコ

松岡　史恵 東野美揮子 栗田　理那 松岡　郁子

ミッションバレーA ザ・クイーンズヒル くまもと城南A 熊本空港

カミザキ　ユミコ ウシジマ　ユミコ タケシタ　ヒサヨ ツゲキ　アカネ

神崎裕美子 牛島由美子 竹下　久代 槻木アカネ

グリーンランドリゾート くまもと城南B 肥後サンバレー 鹿北
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2022年　9月14日（水）

本競技は日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則と下記記載の「競技の条件・ローカルルール」を適用する。

１. 競技委員会の裁定 １. 競技の条件やローカルルールに追加、変更のあるときは、スターティングホールのティーイングエリア付近

競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、全ての事柄について委員会の裁定は最終である。　 に告示する。

２. スコアカードの提出 ２. グリーン保護のため、メタルスパイクシューズおよびタウン用シューズの使用を禁止する。必ずゴルフコース

スコアカードの提出は、スコアリングエリア方式を採用する。 専用のシューズに履き替えること。

３. プレーの条件 ３. 練習は指定練習場にて行い、打放し練習場においては備付けの球を使用し、スタート前の練習は１人１箱

本競技は「１８ホール終了」をもって成立とする。但し、天候等の理由で１８ホールを終了できなかった場合は、競技を短縮する。 (24球)を限度とする。

４. 競技終了時点 ４. 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すること。なお、プレーの進行を不当に

本競技は競技委員会の作成した順位表に競技委員長がサインをした時点にて終了したものとみなす。 遅らせた場合はペナルティーを課すことがある。

５. プレーの中断と再開 ５. スタートの呼出は一切行わない。スタート時間５分前までにはティーイングエリア付近に待機のこと。

（１）プレーの中断については、ゴルフ規則５.７に従って処置すること。 ６. 距離測定器の使用は認められるが、高低差表示および音声が出ないようにしておくこと。

（２）危険な状況のためのプレー中断は、１回の長いサイレン音によって伝えられる。 ７. コース内では携帯電話機・スマートフォンの使用を禁止する。但し、緊急時は除く。

　　　その他すべての中断は１回の長いサイレン音によって伝えられる。 ８. クラブハウス入場の際、必ず「検温」をすること。また、体調不良の方は参加をお控えください。

　　　プレーの再開は１回の長いサイレン音によって伝えられる。 ９. 熊本県の新型コロナウイルス感染拡大防止チェックリストに基づいたゴルフ場の感染防止対策の

６. 移動　　 遵守をお願い致します。

競技者は正規のラウンド中、乗用カートに乗車・運転することができる。 １０. 競技日当日、表彰式は行いません。「玉名CCのホームページ」にて成績を確認してください。

１. 使用ティは、コンペティションティとする。

２. アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。

３. 修理地は青杭または白線にて囲まれた区域によって定められる。また、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。

４. レッドペナルティーエリアは、赤線にてその限界を標示する。また、赤杭にてレッドペナルティーエリアの存在を示す。

５. 人工の表面を持つ道路に接した排水溝は、ジェネラルエリアの動かせない障害物とする。また、その道路の一部とみなす。

６. コース内のヤード杭は動かせる障害物とする。

７. アウトコース７番ホールにおいて、ワングリーン改造工事箇所及び右側カート道路撤去工事箇所は、プレー禁止の「修理地」とする。

プレーヤーは、規則１６.１に基づいて罰なしの救済を受けなければならない。また追加の選択肢として、白線にて囲まれた「ドロップ

ゾーン」に球をドロップすることができる。このドロップゾーンは規則１４.３に基づく救済エリアである。

８. アウトコース７番ホールにおいて、レッドペナルティエリア（池）に球が入った場合、追加の選択肢として、白線にて囲まれた「ドロップ

ゾーン」に１罰打にて球をドロップすることができる。このドロップゾーンは規則１４.３に基づく救済エリアである。

９. ７番ホールの鉄杭及びローピングは動かせない障害物とする。

１０. 適合ドライバーヘッドリスト（ﾛｰｶﾙﾙｰﾙのひな型G-１）を適用する。

１１. 適合球リスト（ﾛｰｶﾙﾙｰﾙのひな型G-３）を適用する。

１２. ホールとホールの間での練習禁止（ ﾛｰｶﾙﾙｰﾙひな型I-２）を適用する。　

ハーフターン待ち時間の練習は「指定練習グリーン」のみとする。 競技委員長　立花　洋介

競 技 の 条 件 注　意　事　項

ローカルルール

第54回　西日本クラブ対抗レディスゴルフ大会

開　催　日

開催コース 玉名カントリークラブ



 

 

 

第 54回西日本クラブ対抗レディスゴルフ大会 

競技規則補足 

 

◆団体戦 

1）チーム 4名中、上位 3名の合計スコアによって順位を決定する。 

2）上位 3名の合計スコアがタイの場合は、チームの第 4位のスコアにより決定する。 

3）さらに同スコアの場合は、3位のスコアにより決定する。 

4）さらに同スコアの場合は、2位のスコアにより決定する。 

5）さらに同スコアの場合は、1位のスコアにより決定する。 

6）それでも決定しない場合は、4位者間のマッチンススコアカード方式によって決定する。 

7）それでも決定しない場合は、3位者、2位者、1位者と続き順位を決定する。 

 

 

◆個人戦 

1）最少スコア者を優勝とする。 

2）タイの場合は、マッチングスコアカード方式により順位を決定する。 

3）さらにタイの場合は、18Hからのカウントバック方式により順位を決定する。 
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