
BT・オープン・マスター BT・オープン・マスター BT・オープン・マスター

FT ・グランドマスター・レディース FT ・グランドマスター・レディース FT ・シニアGM・レディース

PAR   BT  FT  DZ PAR   BT  FT  DZ PAR   BT  FT  DZ
-159.833 -134.333 -108.833 -83.3333 -57.8333 -32.3333 1 3 52

-329.2 -288.6 -248 -207.4 -166.8 -126.2 -85.6 -45 2 4 122 98
-310.5 -261 -211.5 -162 -112.5 -63 3 3 102
-246.5 -207 -167.5 -128 -88.5 -49 4 3 83

-233.167 -195.667 -158.167 -120.667 -83.1667 -45.6667 5 3 80
-305.333 -256.333 -207.333 -158.333 -109.333 -60.3333 6 3 104
-193.833 -162.333 -130.833 -99.3333 -67.8333 -36.3333 7 3 70

-124 -109.9 -95.8 -81.7 -67.6 -53.5 -39.4 -25.3 -11.2 2.9 8 3 96 78 41
-217.833 -182.333 -146.833 -111.333 -75.8333 -40.3333 9 3 80
-264.667 -221.667 -178.667 -135.667 -92.6667 -49.6667 10 3 96

-204.9 -178.7 -152.5 -126.3 -100.1 -73.9 -47.7 -21.5 11 3 94 68
-139.833 -116.333 -92.8333 -69.3333 -45.8333 -22.3333 12 3 59

-286.1 -249.8 -213.5 -177.2 -140.9 -104.6 -68.3 -32 13 4 124 94
-151.167 -125.667 -100.167 -74.6667 -49.1667 -23.6667 14 3 65
-466.833 -391.333 -315.833 -240.333 -164.833 -89.3333 15 4 166

-65.6 -57.4 -49.2 -32.8 -24.6 -16.4 -8.2 8.2 16 3 66 38
-215.667 -179.667 -143.667 -107.667 -71.6667 -35.6667 17 3 89

-250.4 -218.2 -186 -153.8 -121.6 -89.4 -57.2 -25 18 4 110 90
58 -2907.17 58 -839.967 58 1658

　　　笠原ローカルルール 　　　笠原ローカルルール 　　　笠原ローカルルール

　　　①⑫⑭OB無②バンカー・Ｕ字溝（ゴール下） 　　　①⑫⑭OB無②バンカー・Ｕ字溝（ゴール下） 　　　①⑫⑭OB無②バンカー・Ｕ字溝（ゴール下）
　　　③左OBライン超え・ゴール左OB 　　　③左OBライン超え・ゴール左OB 　　　③左OBライン超え・ゴール左OB
　　　④左OBライン超え⑤バンカー⑥Ｕ字溝・花壇　　 　　　④左OBライン超え⑤バンカー⑥Ｕ字溝・花壇　　 　　　④左OBライン超え⑤バンカー⑥Ｕ字溝・花壇　　
　　　⑦左OBライン超え・ゴール奥Ｕ字溝 　　　⑦左OBライン超え・ゴール奥Ｕ字溝 　　　⑦左OBライン超え・ゴール奥Ｕ字溝
　　　⑧池・Ｕ字溝・左OBライン超え 　　　⑧池・Ｕ字溝・左OBライン超え 　　　⑧池・Ｕ字溝・左OBライン超え
　　　※池越えに自信のない方はDZより 　　　※池越えに自信のない方はDZより 　　　※池越えに自信のない方はDZより
　　　　　プレイング1にてスタート 　　　　　プレイング2にてスタート 　　　　　プレイング3にてスタート
　　　※BT/FTから池・OBの場合 　　　※BT/FTから池・OBの場合 　　　※BT/FTから池・OBの場合
　　　　　ＤＺより2打にてスタート 　　　　　ＤＺより3打にてスタート 　　　　　ＤＺより4打にてスタート
　　　⑨⑩⑪Ｕ字溝 　　　⑨⑩⑪Ｕ字溝 　　　⑨⑩⑪Ｕ字溝
　　　⑬マンダトリー不通過の場合⇒リティー 　　　⑬マンダトリー不通過の場合⇒リティー 　　　⑬マンダトリー不通過の場合⇒リティー
　　　　もしくは不通過したライより1ペナにて 　　　　もしくは不通過したライより0ペナにて 　　　　もしくは不通過したライより1ペナにて
　　　⑮右OBライン超え・Ｕ字溝・奥の池 　　　⑮右OBライン超え・Ｕ字溝・奥の池 　　　⑮右OBライン超え・Ｕ字溝・奥の池
　　　⑯池・Ｕ字溝 　　　⑯池・Ｕ字溝 　　　⑯池・Ｕ字溝
　　　※池越えに自信のない方はDZより 　　　※池越えに自信のない方はDZより 　　　※池越えに自信のない方はDZより
　　　　　プレイング1にてスタート 　　　　　プレイング2にてスタート 　　　　　プレイング3にてスタート
　　　　　OBの場合⇒ＤＺより2打にてスタート 　　　　　OBの場合⇒ＤＺより3打にてスタート 　　　　　OBの場合⇒ＤＺより4打にてスタート
　　　⑰Ｕ字溝 ⑱右フェンス越え 　　　⑰Ｕ字溝 ⑱右フェンス越え 　　　⑰Ｕ字溝 ⑱右フェンス越え
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