
アウトスタート

1 7:00 杉村　光弘 新奈井江 和田　良穂 旭川メモリアル 愛山　智弘 深川 三浦　勉 旭川

2 7:07 小川　順二 サロベツ 金　哲一 フォレスト旭川 高畠　茂 ノースバレー 佐藤　正信 コート旭川

3 7:14 堀　恭吾 大雪山 千代　雅則 セント旭川 佐藤　孝雄 南宗谷

4 7:21 松本　透 増毛 岩瀬　弘明 旭川たかす 菊川　博巳 グレート旭川

5 7:28 斉藤　司 士別同友会 上田　尚登 紋別 谷口　正男 名寄白樺 中村　隆二郎 旭川国際

6 7:35 北島　斉 旭川メモリアル 前田　隆太郎 大雪山 三好　純夫 深川

7 7:42 鈴木　大介 増毛 嶋田　英樹 深川 岩元　一 新奈井江 鈴木　卓也 紋別

8 7:49 前田　豊 旭川たかす 宮田　昭博 コート旭川 藤井　和之 サロベツ 泉田　康之 旭川メモリアル

9 7:56 多田　治人 南宗谷 安藤　博司 旭川たかす 葛西　雅博 名寄白樺

10 8:03 北江　暢康 新奈井江 佐井　勝 セント旭川 菅野　寿志 コート旭川

11 8:10 溝渕　伸二 名寄白樺 朝日　郁夫 旭川メモリアル 高橋　利明 大雪山 坂本　博史 ノースバレー

12 8:17 宮嶋　三千男 サロベツ 石橋　博幸 名寄白樺 大立目　隆博 グレート旭川 衡田　大希 旭川

13 8:24 小野　敏之 セント旭川 山田　浩司 フォレスト旭川 阿部　克久 士別同友会

14 8:31 西野目　晃正 旭川国際 石橋　雄大 南宗谷 高橋　真仁 紋別 時安　大治 大雪山

15 8:38 菅森　俊介 ノースバレー 須賀　徹 グレート旭川 土屋　真治 新奈井江

16 8:45 高橋　治 フォレスト旭川 平川　直人 サロベツ 小島　朗 グレート旭川 外山　学 増毛

17 8:52 北島　誠 旭川 中川　正樹 フォレスト旭川 菅井　康裕 士別同友会 坂井　優 ノースバレー

18 8:59 河野　仁泰 旭川たかす 鉢呂　健人 旭川国際 佐々木 　周二 深川

インスタート

1 7:03 工藤　聡 旭川たかす 高橋　康雄 大雪山 佐藤　勝彦 士別同友会 土屋　雅博 新奈井江

2 7:10 米元　茂弘 増毛 竹内　浩文 南宗谷 高橋　雄二 紋別 大﨑　龍二 フォレスト旭川

3 7:17 松井　五十二 旭川 谷口　光雄 サロベツ 西野　稔 セント旭川

4 7:24 村本　健吾 旭川国際 池田　健三 名寄白樺 竹内　哲也 ノースバレー 高橋　秀行 旭川メモリアル

5 7:31 池田　泰久 深川 高畑　義孝 コート旭川 堀井　政樹 グレート旭川

6 7:38 本澤　日出夫 ノースバレー 大久保　裕樹 旭川国際 高橋　孝 士別同友会

7 7:45 小田桐　信充 南宗谷 熊谷　剛 新奈井江 長谷川　誠 旭川 山田　喜孝 グレート旭川

8 7:52 桑原　久典 紋別 菅　一光 深川 村上　豊 フォレスト旭川 田中　清吾 大雪山

9 7:59 工藤　明徳 紋別 土村　仁 旭川たかす 吉野　裕幸 コート旭川

10 8:06 藤原　穂出 南宗谷 秋元　康二 ノースバレー 真口　拓也 旭川国際

11 8:13 細川　仁 新奈井江 中島　辰也 サロベツ 石塚　辰介 増毛 菊地　康文 セント旭川

12 8:20 向田　静教 士別同友会 江本　貢史 コート旭川 小野　耕司 旭川たかす

13 8:27 稲田　正人 名寄白樺 古川　賢 グレート旭川 中本　大至良 深川 浅野　英典 旭川

14 8:34 細川　靖夫 フォレスト旭川 小田桐　泰之 南宗谷 武田　朋人 旭川メモリアル 小島　一之 旭川国際

15 8:41 大坂　章悟 セント旭川 南出　一郎 紋別 村角　誠 士別同友会

16 8:48 堀　洋彰 コート旭川 橘　佳一郎 大雪山 中村　隆 セント旭川

17 8:55 山木　達也 旭川メモリアル 岩佐　英樹 旭川 山下　勝司 名寄白樺

レギュラーティ（黄色）

バックティ　　（青色）

競技委員長　黒川　博美

令和3年　第40回　道北倶楽部対抗競技大会

日時　令和3年6月13日　　於　旭川ゴルフ倶楽部

１.今回は共用の乗用カートを使用したセルフプレーとする。

２.欠場者があるときは本スタート時刻および組み合わせ表を変更する場合がある。

３.欠場の場合は競技前日までは開催コース（旭川ゴルフ倶楽部：0166-61-7238）、競技当日は開催コース競技委員まで連絡のこと。



追加のローカルルール 

 

【ローカルルール】 

 カート道路脇のタイヤ痕の救済（規則１６） 

  プレーヤーの球がカート道路脇のタイヤ痕等により、障害がある場合、規則１６.１ｂに 

  基づいて救済を受けることができる。 

 

 プレー禁止の修理地（規則１６） 

  修理地はプレー禁止区域であり、異常なコース状態として扱われる。 

規則１６.１ｆに基づき、そのプレー禁止区域による障害から罰なしの救済を受けなければならない。 

 

 12 番ホールドロップゾーンの処置 

13 番ホールとの垣根を越えた場合、ドロップゾーンからのプレーを選択する事が出来る（1 打罰） 

 

 17 番ホール赤杭の処置 

  右側ペナルティエリアに入った場合、ドロップゾーンからのプレーを選択する事が出来る（1 打罰） 

   

 14 番正面クロスバンカー跡地は、ウェイストエリアとする。 

 

 

【注意事項】 

 フォアキャディによる旗の指示 

  赤旗：落下地点に前の組がいるのでプレーしてはいけない。 

  白旗：落下地点があいているのでプレーできる。 

  青旗：アウトオブバウンズまたは紛失の恐れがある為、暫定球のプレーを勧める。 

 ※フォアキャディは安全確保と進行役の為、球探し係ではありません。 

紛失の恐れがある場合は、暫定球のプレーをお勧めします。 

 

 不当の遅延 

  プレーの進行に留意し、先行組との間隔を空けないよう注意すること。プレーの不当の遅延については規則

5.6a を適用する。 

規則 5.6a の違反の罰：最初の違反：1 打罰、2 回目の違反：一般の罰、3 回目の違反：失格。 

 ※球を探し始めてから 3 分以内に見つからない球は紛失となります。後続のプレーヤーの迷惑になるので、 

紛失の恐れがある場合は暫定球のプレーをお勧めします。 

 

 

 

 

 

競技委員長 

 



 

 

 

 

 

【新型コロナウイルスへの対応について】 

 

 

 大会までの対応 

 ・大会日まで、ご自身にて感染予防、体調管理に十分留意されますようお願い致します。 

 

 大会当日の対応 

 ①受付について 

 ・来場時、全員マスク着用必須です。 

 ・入場者全員に、受付にて体温測定を実施します。37.5℃以上を計測した際は、出場・入場を認めません。 

 ・当日少しでも体調不良を感じた場合は、ご来場をお控えください。 

 ・ジャケット、ブレザーの着用は不要です。プレーできるスタイルでご来場ください。 

 

 ②プレー中について 

 ・プレーに支障が出る際以外は、マスクの着用をお願いします。※特に乗用カート乗車時。 

 ・プレー中に体調不良を感じた場合は、直ちに競技委員または大会本部に申し出て下さい。 

 

 ③大会中にコロナ陽性が判明した場合、大会本部にて保健所へ対応を相談します。 

  大会終了後、コロナの陽性が判明した場合につきましても、大会本部に対し、速やかにご報告ください。 

 

 【 注意事項 】 

   ・当日は、選手は勿論のこと、大会関係者も検温をパスした者のみ入場可としております。 

（検温 OK シールをよく見える箇所に貼って頂きます。） 

   ・各クラブ選手会関係者等が同伴される場合も同様に検温を実施致します。検温を受けていない者は 

    クラブハウス内は勿論、コース内も入場をお断りいたします。 

   ・感染予防の為、各自《新しい生活様式》を実践し節度をもった行動を重ねてお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

道北ゴルフ場地区連絡協議会 

会長 髙島 成年 

 

 




