２０１８第５回粋家杯ゴルフコンペのご案内

主催：合名会社粋家
２０１８年 ５月１３日（日）
ＪＧＭサラブレッドゴルフクラブ

２０１８第５回粋家杯ゴルフコンペ大会要項
１．主催
合名会社粋家
２．協賛
サントリー酒類(株)、(有)ヤマスギ食品、(有)さぎ酒店、貝鮮浜焼きなると屋、スナックほしの
３．開催日時
平成３０年 ５月１３日（日）ＡＭ８時２０分（マスター室前集合）～
４．開催場所
ＪＧＭサラブレッドゴルフクラブ（旧サラブレッドＣＣ）
〒971-8185 福島県 いわき市渡辺町釜戸字上ノ代 245 (TEL:0246-56-0123 FAX：0246-56-6666)
５．参加費用等
２２，０００円
プレー費：１２，０００円（税込）
（セルフプレー、昼食代含み、プレー後個人精算）
参加費 ： ５，０００円（写真代・保険料・運営費他）
懇親会費： ５，０００円（飲食代（焼肉コース・飲み放題）
・景品代他）
６．競技規則
日本ゴルフ協会ゴルフ規則および、ＪＧＭサラブレッドＧＣローカルルールを適用する。
７．スタート時間
コース名：オークスＯＵＴコース
組

スタート時間

氏

名

第１組

９時２４分

中野 文春

坂本 新一

渡辺 昌彦

第２組

９時３１分

星野 葵

堀口 国美

保坂 光生

松本 直樹

第３組

９時３８分

栗田 要

佐藤 勝正

石川 栄司

栗田 健一

第４組

９時４５分

遠藤 朋之

小野 孝男

稲村 光弘

稲村 志保

コース名：オークスＩＮコース
組

スタート時間

氏

名

第１組

９時２４分

志賀 公正

内藤 卓哉

三本杉 昌弥

第２組

９時３１分

高橋 広之

箱崎 昌樹

遠藤 裕士

吉村 義和

第３組

９時３８分

草野 ユナ

増田 裕一

佐藤 高広

渋谷 容寿

第４組

９時４５分

中野 春子

飯塚 久夫

梶川 由喜

尾崎 雄一

８．粋家杯特別ルール他周知事項
１）6 インチリプレースＯＫ
スルーザグリーンにおいて、もとの位置から 6 インチ以内にプレースする事ができる。
グリーン上とハザード（池とバンカー）以外のラフとフェアウェイでは約 15cm 動かして良い。

２）ワングリップＯＫ
グリーン上でカップに入らなくてもパターのグリップの長さ程度カップに寄ったら次の 1 打は打った
ことにして、実際に打たなくても良い
３）ロストボールとなった場合はそのロストした付近のフェアウェイから 2 打罰にてプレーを続行すること。
４）使用ティーグラウンドは任意とします。レベルや年齢・性別に合った位置を使用してください。
５）ドラコンホール
（ＯＵＴコース：５，８ ＩＮコース：１３，１６）とする。
６）ニアピンホール
（ＯＵＴコース：３，６ ＩＮコース：１１，１７）とする。
７）ＯＵＴコース４番、ＩＮコース１５番は１クラブ限定ホールとする。
使用クラブを１本だけに限定してティーショットからグリーンオンまでプレイして下さい。
ただし、グリーン上は必ずパターを使用すること。
ティーショット前に自分が使用するクラブをグループメンバーに申告して下さい。
８）スコア集計は新ペリア方式、ハンディキャップ上限３８とします。
「隠しホール」と呼ばれているホールでの結果をもとに、ハンディキャップを決めます。
グロススコアに、ハンディキャップを引いたネットスコアで、最終的な順位を決めます
９）ホールアウト後はアテストを行い所定の場所へ提出して下さい。
１０）プレー代の清算は各自で行ってください。
９．注意事項
・万が一競技中に発生した事故や傷害等に備え、傷害保険(損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜)に加入頂きます。
保険料は参加費に含まれます。保険対象は自宅出発からプレー後の自宅への帰宅までです。
事故や傷害が発生しましたら速やかに主催者へご連絡下さい。
・ゴミやタバコの吸い殻、空き缶、ペットボトル等のポイ捨ては厳禁です。
・ジャージ、ジーンズ、Ｔシャツ、ビーチサンダル、ハイヒール等々ゴルフ場に相応しくない服
装は、ご遠慮願います。
・参加者の顔写真および氏名等を使用する権利は主催者に帰属させていただきます。
・個人情報はコンペに関するご連絡に利用させていただく他、資料送付に利用させていただくこ
とがあります。
・個人情報は主催者が責任を持って管理し、第三者に開示・提供することはありません。
１０．表彰
表彰式及び懇親会を１９時～焼肉居酒屋粋家にて行いますのでご参加下さい。
その他、懇親会にて参加者全員で景品抽選会を行います。
１１．競技スケジュール
７：３０～

受付開始

受付時に参加費の支払い

８：２０～

参加者マスター室集合

開会式、主催者挨拶
競技ルール説明、集合写真撮影

９：１０～

各スタートホールへ移動

始球式
ティーショット連続写真撮影

９：２４

１組目スタート

スタートホールのグリーン付近でス
ナップ写真撮影（状況により撮影場
所を変更する場合があります。
）

１２．表彰式・懇親会スケジュール
表彰式と懇親会は１９時より「焼肉居酒屋粋家」で行ないます。
１９：００

主催者の挨拶

１９：３０

各賞の発表・表彰式

２０：００

景品抽選会

２１：００

懇親会終了

１３．次回開催予定日
第６回粋家杯ゴルフコンペは平成３０年１１月１８日（日）に開催予定です。
開催場所：スパリゾートハワイアンズゴルフコース 中・東コース９時８分スタート
１４．お問い合わせ
〒９７０－８０２６
いわき市平字三町目３６－４ 銀座９３０ビル ３階
焼肉居酒屋粋家 中野文春 TEL:0246-24-9200 FAX:0246-24-9199
携 帯:090-2313-4546（中野）メール:suika@ark.ocn.ne.jp

過去の成績
開催日
第１回（H28.05.12）

優勝

準優勝

３位

４位

５位

宗方 達也

保坂 光生

根本 一也

志賀 公正

栗田 要

45/52 – (97) 39/39 – (78)

40/42 – (82)

48/43 – (91)

21.6–(71.4)

24.0–(73.0)

4.8–(73.2)

8.4–(73.6)
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根本 一也

志賀 道郎

松本 直樹

志賀 公正

矢口 守夫
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2.4–(75.6)

31.2–(75.8)

片寄 弘美

片寄 隆之
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志賀 公正

37/41 – (78) 38/40 – (78)
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6.0–(72.0)

26.4–(72.6)

8.4–(72.6)

松本 直樹

梶川 由喜

中野 文春

根本 一也

堀口 国美

40/41 – (81) 42/45 – (87)

38/38 – (76)

42/51 – (93)

10.8–(70.2)

2.4–(73.6)

18.0–(75.0)

ヘレナ国際 CC 倶楽部
OUT/IN - Total() 50/43 – (93)
Hdcp-(Net)
第２回（H28.11.06）
ヘレナ国際 CC 倶楽部
OUT/IN - Total() 37/41 – (78)
Hdcp-(Net)
第３回（H29.05.14）
ヘレナ国際 CC 倶楽部
OUT/IN - Total() 45/44 – (89)
Hdcp-(Net)
第４回（H29.11.05）
JGM ｾﾍﾞﾊﾞﾚｽﾃﾛｽ GC ｲﾜｷ
OUT/IN - Total() 47/39 – (86)
Hdcp-(Net)
第５回（H30.05.13）
JGM ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ GC
OUT/IN - Total()
Hdcp-(Net)
第６回（H30.11.18）
ｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄﾊﾜｲｱﾝｽﾞ GC
OUT/IN - Total()
Hdcp-(Net)

16.8–(69.2)

14.4–(72.6)

