
第46回富山県アマチュアゴルフ選手権(予選) 21日
開　催　日　　令和2年8月21日(金)

開　催　場　所　　　　高岡カントリー倶楽部

NO TIME NO TIME

1 8:00 1 8:00

2 8:08 2 8:08

3 8:16 3 8:16

4 8:24 4 8:24

5 8:32 5 8:32

6 8:40 6 8:40

7 8:48 7 8:48

8 8:56 8 8:56

9 9:04 9 9:04

10 9:12 10 9:12

11 9:20 11 9:20

12 9:28 12 9:28

13 9:36 13 9:36

【注意事項】

1. 5. 指定練習日の期間:8月17日(月)～20日(木)、料金はメンバー並み扱いとしスタート時間

する。それでも同じ場合は18hからのカウントバック。欠場者が出ても、次位の者は繰上げない。 は前もって高岡カントリー倶楽部に申込み予約する事。(TEL 0766- 36-1111)

2. 欠場者があった場合、上記組み合せ及びスタート時間を変更することがある。 ただし、8月17日(月)はセルフプレーのみ。また、キャディ数に限りがあるのでセルフ

3. スタート時間30分前までに受付を完了し、定められたスタート時間の5分前には プレーになる場合があります。

ティーイングエリア周辺にて待機すること。 6. 新型コロナ感染防止の為、成績表の掲示は行いません。高岡CCのHPでご確認ください。

4. 本競技は乗用カートを使用して行なう。乗車可

大会競技委員長　　土池　崇弘

本戦出場者は、３４名とする。選出に当たりタイが生じた場合は、マッチング・スコアカードで決定
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