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配布先 

 浅野殿、岩坪殿、臼井殿、大平殿、加藤殿、金子殿、木村殿、国本殿、大門殿 

 林殿、藤原殿、星野殿、 宮脇殿、森殿 、横山殿、吉武殿、米岡殿、藤原翔太殿、大江殿 

              

             ２０１５年 酔狂会 ご案内   2015－２－7  ｒｅｖ１ 

 

新年会お疲れ様でした。席上討議結果を朱記反映しました。 

１、１、１、１、    役役役役    員員員員    
 

      会長   星野 幸男 責任者、御意見番、総とりまとめ 

 

      コース選定  林 巧  企画、コース予約、下見 

 

      賞品担当   大門 吉明 賞品準備、Ｍ資金 

 

      忘年会担当  大平、国本 忘年会幹事    

 

      広報担当   藤原 政都 ＩＴ化推進ＩＴ化推進ＩＴ化推進ＩＴ化推進 

 

      ｶｯﾌﾟ､ﾚﾌﾟﾘｶ  吉武 伸芳 ｶｯﾌﾟ､ﾚﾌﾟﾘｶの購入、管理、年間賞品年間賞品年間賞品年間賞品 

 

      幹事、会計  国本 哲三 開催通知、組合せ立案、会費管理 

 

メンバー： 配布先に記述された１９１９１９１９名 （但し規律ある者に限る。） 

      会のスムーズな運営のため、皆様の御協力をお願い致します。 

      本案内に記載されていないことに関しての判断は、幹事、会長の権限で判断します。 

 

    ２、２、２、２、    公式戦公式戦公式戦公式戦    日程予定日程予定日程予定日程予定                    
 

第１戦 ０４／０４０４／０４０４／０４０４／０４((((土土土土)))) 富士桜C.C ｏｒ富士ＧＣ 担当 大平（國本） 

            または３月２８日  

第２戦 ０５／２３(土) ウッドストックＣ．Ｃ  担当 林 

 

第３戦 ０７／０４ (土) 春日居or花咲  担当 林 

             

第４戦 ０９／０９／０９／０９／１９１９１９１９((((土土土土)))) 勝沼Ｇ．Ｃ  担当 林 

             

第５戦 １０／１７(土) フォレスト鳴沢Ｇ&Ｃ．Ｃ 担当 林 

                           

取切戦 １１／２８(土) 西東京Ｃ．Ｃor中央都留 担当 林  

            宿泊は「健保の宿」      担当 大平 

 

   公式戦の予約は４組確保しますので、参加希望の方は先着１６名で締め切らせて頂きます。 

先着とは幹事に参加の旨の連絡が入った段階で受付とします。 

   複数コースが候補になっている場合は、プレー費の相見積によりコース選定担当が決定します。 

   東芝府中組合コンペがあれば参加することも検討する。（春、秋にあるかも？） 
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 ３、３、３、３、    会会会会        費費費費    
     ａ．年会費         ￥ ２５００ 

    （（（（年会費は新年会年会費は新年会年会費は新年会年会費は新年会出席時、また欠席者は公式戦初回参戦時徴収するものとする。出席時、また欠席者は公式戦初回参戦時徴収するものとする。出席時、また欠席者は公式戦初回参戦時徴収するものとする。出席時、また欠席者は公式戦初回参戦時徴収するものとする。    

                                            公式戦参加皆無の会員は年会費免除できるものとします公式戦参加皆無の会員は年会費免除できるものとします公式戦参加皆無の会員は年会費免除できるものとします公式戦参加皆無の会員は年会費免除できるものとします）））） 

 

     ｂ．公式戦参加費     ￥ １０００  （賞品代） 

     ｃ．罰金罰金罰金罰金ＮＥＴ差ＮＥＴ差ＮＥＴ差ＮＥＴ差（除く最終戦）（除く最終戦）（除く最終戦）（除く最終戦） ￥ ５０ ／オーバー、￥ ５０ ／アンダー  （どちらもどちらもどちらもどちらも上限無し）    

     ｄ．特別特別特別特別徴収徴収徴収徴収罰金罰金罰金罰金 （間違えやすいので2000年から全て\200とします。） 

①  公式戦（第１戦～第６戦） 

★ スタートホールのティーショットにおいてフェアウェイをキープできなかった場合 ￥２００ 

               （ショートホールの場合１オンしなかった場合） 

        ② 最終戦 

★ 全ショートホールのティーショットにおいて １オンしなかった場合 ￥２００ 

★ 全てのホールにおいて、３パット以上した場合             ￥２００ 

        ｅ．Ｍ資金     総額 × ２５％ －－→ 会費（レプリカ代） 

残り －－→ 配当 

 

４４４４．公式戦．公式戦．公式戦．公式戦    
 ａ．ａ．ａ．ａ．    公式戦の成立公式戦の成立公式戦の成立公式戦の成立    

公式戦は組合せ作成時の参加人数公式戦は組合せ作成時の参加人数公式戦は組合せ作成時の参加人数公式戦は組合せ作成時の参加人数    9999名以上をもって成立とします。名以上をもって成立とします。名以上をもって成立とします。名以上をもって成立とします。    

                参加希参加希参加希参加希望者が望者が望者が望者が9999名に達しないときは実施見送り再検討とします。名に達しないときは実施見送り再検討とします。名に達しないときは実施見送り再検討とします。名に達しないときは実施見送り再検討とします。    

成立後のやむを得ない人数減少は許容するものとします。成立後のやむを得ない人数減少は許容するものとします。成立後のやむを得ない人数減少は許容するものとします。成立後のやむを得ない人数減少は許容するものとします。    

    公式戦当日、不測の事態（豪雨等）発生時は過半数公式戦当日、不測の事態（豪雨等）発生時は過半数公式戦当日、不測の事態（豪雨等）発生時は過半数公式戦当日、不測の事態（豪雨等）発生時は過半数（６名以上）（６名以上）（６名以上）（６名以上）の参加をもって成立とする。の参加をもって成立とする。の参加をもって成立とする。の参加をもって成立とする。    

 

 ｂ． スコアの提出スコアの提出スコアの提出スコアの提出 

ゲーム終了時、酔狂会スコアカードにアテストを受けて提出してください。 

    合わせてスコア集計インプット画面に入力してください。合わせてスコア集計インプット画面に入力してください。合わせてスコア集計インプット画面に入力してください。合わせてスコア集計インプット画面に入力してください。    

                ペパーレス化を試行していきます。今年度はスコアカードと以降処置として併用とします。ペパーレス化を試行していきます。今年度はスコアカードと以降処置として併用とします。ペパーレス化を試行していきます。今年度はスコアカードと以降処置として併用とします。ペパーレス化を試行していきます。今年度はスコアカードと以降処置として併用とします。    

    

                    ＊＊＊＊    記入ミスがあった場合は、罰金￥５００とします記入ミスがあった場合は、罰金￥５００とします記入ミスがあった場合は、罰金￥５００とします記入ミスがあった場合は、罰金￥５００とします。。。。    

                        （署名した同伴者に罰金はありませんが、競技者が罰金にならないよう援助してあげてください）（署名した同伴者に罰金はありませんが、競技者が罰金にならないよう援助してあげてください）（署名した同伴者に罰金はありませんが、競技者が罰金にならないよう援助してあげてください）（署名した同伴者に罰金はありませんが、競技者が罰金にならないよう援助してあげてください）    

 ＊ 事前にコース別のアテストカードを準備します。 

    事前に組合せと一緒にメール送信しますので、各自印刷してコースへ持参願います。 

 

ｃｃｃｃ．．．．    公式戦（１～公式戦（１～公式戦（１～公式戦（１～６戦６戦６戦６戦）の賞品）の賞品）の賞品）の賞品    

参加人数により下記数値参加人数により下記数値参加人数により下記数値参加人数により下記数値ポイントポイントポイントポイント（＊１０００）（＊１０００）（＊１０００）（＊１０００）とします。とします。とします。とします。    

 

参加者数参加者数参加者数参加者数    優勝優勝優勝優勝    準優勝準優勝準優勝準優勝    3333位位位位    5555位位位位    7777位位位位    10101010位位位位    ＢＢＢＢＢＢＢＢ    ＤＣＤＣＤＣＤＣ・ＮＰ・ＮＰ・ＮＰ・ＮＰ    合合合合計計計計    

14名以上 ５ ３ ２ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5*４つ １４１４１４１４    

13名 ５ 2.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5*４つ １３１３１３１３    

12名 ４ 2.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5*４つ １２１２１２１２    

11名 ４ ２ 1.5 0.5 0.5  0.5 0.5*４つ １１１１１１１１    

10名 3.5 ２ １ 0.5 0.5  0.5 0.5*４つ １０１０１０１０    

9999名名名名    ３３３３    ２２２２    １１１１    0.50.50.50.5            0.50.50.50.5    0.5*0.5*0.5*0.5*４つ４つ４つ４つ    ９９９９    

8名 ３ ２ １     0.5*４つ ８８８８    

7名 2.5 1.5 １     0.5*４つ ７７７７    

6名 2.5 １ 0.5     0.5*４つ ６６６６    

 

 

罰金は無とします 
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 ５５５５、、、、    酔狂会杯の取切酔狂会杯の取切酔狂会杯の取切酔狂会杯の取切    
 

例年通り １～３位の酔狂会杯を用意します。  

第１～５戦迄は持ち回りで第６戦を取切戦と位置づけます。 

従って、取切有資格者は第６戦（最終戦）参加者のみとします。 

取切者は公式戦公式戦公式戦公式戦（第１戦～第６戦）の合計得点の上位とします。 

同点の場合は、最終戦のHDCPの少ない方とします。HDCPも同じ場合は年長者を優位とします。 

    

    得点      第１～５戦 最終戦 

    優勝     ５    ８ 

    準優勝      ４    ６ 

    第３位     ３    ４ 

    参加点      １    ２ 

 

各公式戦優勝者は酔狂杯レプリカの取得を希望するときはその旨意思表示すること。 

希望がないときは作成を割愛させていただき、その費用は会費に寄付させていただきます。 

 

 取切戦後の後の後の後の打ち上げ打ち上げ打ち上げ打ち上げ特別特別特別特別参加費参加費参加費参加費について 

 第１～５戦までに集まった罰金 その他資金を取切戦の懇親会懇親会懇親会懇親会費用としており、 

 参加費を平等にするため取切戦懇親会懇親会懇親会懇親会特別参加費を下記のとおり定めて参加者より徴収します。 

      公式戦（５戦までの）（５戦までの）（５戦までの）（５戦までの）参加回数  ０回    ￥３０００ 

                     １回    ￥２０００ 

                       ２回    ￥１０００ 

       ３回以上 ￥   ０ 

 

 

６６６６、、、、    ＨＤＣＰＨＤＣＰＨＤＣＰＨＤＣＰ更新・改定更新・改定更新・改定更新・改定    
    ａ．各会員のＨＤＣＰ 

      今年のＨＤＣＰは前年度ＨＤＣＰの継承とします。前年度ＨＤＣＰの継承とします。前年度ＨＤＣＰの継承とします。前年度ＨＤＣＰの継承とします。マイナスＨＤの方が存在しますので更新しますマイナスＨＤの方が存在しますので更新しますマイナスＨＤの方が存在しますので更新しますマイナスＨＤの方が存在しますので更新します 

       

なお改定時の新HDCP算出は各人の（前年度前年度前年度前年度の平均ｽｺｱ-72）*0.8で計算します。（上限は28とします。） 

  前年度の公式記録のない方は更にもう１年前年度のデータより算出する。前年度の公式記録のない方は更にもう１年前年度のデータより算出する。前年度の公式記録のない方は更にもう１年前年度のデータより算出する。前年度の公式記録のない方は更にもう１年前年度のデータより算出する。    

 

    ｂ．ＨＤＣＰの更新 

      公式戦の成績により、下記のルールに従いＨＤＣＰを更新します。 

 

       3位以内入賞者（ｹﾞｽﾄが入賞し繰り上げでﾎﾟｲﾝﾄ確保した者含め）Netｱﾝﾀﾞｰ分はｶｯﾄした上で 

       下記のHDCP減の計算をします。 

       優勝   現HDCP×0.7 または 現HDCP－3 の少ない方とする。 

       準優勝  現HDCP×0.8 または 現HDCP－2 の少ない方とする。 

       第３位  現HDCP×0.9 または 現HDCP－1 の少ない方とする。 

 

           上記計算の  の部分は0.5単位で行い 0.24捨0.25入、0.74捨0.75入とする。 

                  （例） ５．２５ －－→ ５．５ 

１． ７４ －－→ １．５ 

 

C．ＨＤＣＰの更新については、会員のなかでﾏｲﾅｽHDが１１１１名以上名以上名以上名以上、または３年経過した場合 

次の年から更新します。（2004年の決定事項、2012012012013333年改正なので年改正なので年改正なので年改正なので2012012012016666年には確実に改正します） 
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 ７７７７、、、、    新新新新会員募集について会員募集について会員募集について会員募集について    
  酔狂会に入会を希望している、また入会させるとおもしろいという人物がおりましたら、 

一度公式戦に参加するよう誘ってみて下さい。 

   その人物のレベルとマナーその他をみて、現会員の反対が無ければ会員になっていただくことができます。 

    

    

８．会計報告８．会計報告８．会計報告８．会計報告    

    

                    前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金        ３８，１８９３８，１８９３８，１８９３８，１８９円円円円    

            詳細別紙参照願います詳細別紙参照願います詳細別紙参照願います詳細別紙参照願います    

 

 

９．その他９．その他９．その他９．その他    

 

  ａ．公式戦の集合は現地集合にします。 

（配車計画は今まで通りしますが、交通費は各車で清算お願いします。） 

 

  ｂ．次の方は新年会の席上年会費をいただきました。（９人分 ２２，５００円） 

    岩坪さん、大門さん、藤原さん、藤原翔太さん、星野さん、横山さん、吉武さん、米岡さん、國本 

 

 

                                       －－ 以上 －－ 

 

  


