2017 年 4 月吉日
ワシントン日本商工会 企画理事
各

位
第 325 回ワシントン日本商工会ゴルフ・トーナメントのご案内

第 325 回ワシントン日本商工会ゴルフ・トーナメントを下記の要領で開催いたしますの
で、奮ってご参加ください。
今回は、風光明媚な湖畔（Lake Manassas）の景色が綺麗な Stonewall Golf Club で開催い
たします。本イベントは、会員以外の皆さまにもご参加いただけるオープントーナメント
になりますので、多数のご参加をお待ち申し上げております。女性ゴルファーの参加も大
歓迎です。
1. 日時：

5 月 21 日（日）
10:30~
受付
10:30~11:30
練習時間
11:30~
開会式
12:00~
ショットガンスタート
雨 天： コースが閉鎖とならない限り挙行します。
雨天の場合もコースへご集合願います。

2. 場所：

Stonewall Golf Club
15601 Turtle Point Dr. Gainesville, VA 20155
Tel: (703) 753-5101
http://stonewallgolf.com/

3. 会費：

商工会会員
$90
非会員
$95
当日現地にて、現金で徴収させていただきますので、お釣りのな
いようにご用意ください。

4. コンペ方式： 9 ホールペリエ方式 ※
※ネットスコア＝グロス‐（選択された 9 ホールの合計 x2-18 ホールの
規定打数） x 0.8 ただし、各ホールのスコアはダブルスコアを、
ハンディキ ャップは 36 を上限とします。

5. 表彰： 優勝者および総合 9 位までの方、並びに 5 の倍数の方々とベストグロス
の方を表彰します。賞品は上記の方の他、ブービー賞、ニアピン賞、
ドラコン賞、バーディー賞、その他多数用意しております。
女性優勝と女性ベストグロスについては、女性参加者が 5 名以上の
場合のみとします。
6. 申し込み：

次の URL より登録ください。

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07edxb1wun1840b6e4&llr=pkrf5wjab&showPage=true

7. 幹事：
*中島（ブルボン）、法華津（東レ）、中村（中村リムジン）
*参加問い合わせ
中島（ブルボン）nakajima-ken@bourbon.co.jp
* 当日の緊急連絡
・中島 (Nakajima) : 202-344-9191
・法華津 (Hoketsu) : 540-631-5200
・中村（Nakamura）: 202-365-8155
8．締め切り： 5 月 9 日（火）先着 10 組（40 名）で締め切らせて戴きますのでご了承
下さい。なお、お申し込み後、やむを得ず参加をキャンセルされる場合には幹事ま
で速やかにご連絡下さい。（5 月 9 日以降のキャンセルにつきましては、会費を徴
収させて頂きます。）
※申込みをされた場合は必ず電子メールで登録完了の通知（自動通知）が届きます
ので必ずご確認願います。登録完了メールが届かない場合は、手続きが完了してお
らず、当日ご参加いただけないこととなりますので、十分ご注意願います。登録上
問題がございましたら下記までお問合せください。
連絡先(Contact)： jcaw.sports@gmail.com
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April 2017

The 325 JCAW Golf Tournament
*This event is open to JCAW members and non-members alike.*

Date and Time:
Sunday, May 21, 2017
•
•
•
•

Check-in: 10:30AM - 11:00AM
Warm-up: 10:30AM - 11:30AM at drive range
Opening Ceremony: 11:30AM at golf cart area
12:00PM Shotgun Start
* With the shotgun start, all groups will tee off at 12PM. Please check-in by 11AM. *
* Weather: The tournament will be cancelled ONLY if the course is closed due to
inclement weather. *

Location:
Stonewall Golf Club
15601 Turtle Point Dr., Gainesville, VA 20155
Tel: (703) 753-5101
http://stonewallgolf.com/

Fees:
JCAW Members: $90.00, JCAW Non- members: $95.00
Please pay in CASH with exact change on the day of the tournament.

Registration:
Please complete your registration online at
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07edxb1wun1840b6e4&llr=pkrf5wjab&showPage=true

*Please make sure you receive a confirmation email.*

Competition:
•

Play format will be based on the Nine-Hole Peoria Scoring System, as follows:
net score = gross score – ( stroke total for nine selected holes x 2 – golf course’s 18-hole
total par) x 0.8. However, stroke score for each hole is capped at twice par for the purpose
of calculating handicap, and the maximum handicap is 36.

Prizes:
Highest-ranking net scores through 9th place, rank number multiples of 5, best gross score,
longest drives, closest-to-the pins, etc. will be awarded.
We will award prizes for female champion and female best gross score only if there are at least
5female participants.

Deadline:
May 9th
- We will accept up to 40 registrations.
- If you have to cancel your registration, please let us know immediately.
* Cancellations after May 9th will be charged the full fee. *
Entries will be accepted until May 9th, up to 10 foursomes, on a first-come-first-served basis.
We will charge the full entry fee for late cancelation on or after May 9th.
When you register, you will receive an automated confirmation email. If you do not receive a
confirmation, it means that you are not properly registered for the event. We will not be able to
accommodate those who are not registered.
Please contact anyone listed below if you have any trouble with the online registration.

Additional Information:
•
•
•

Pairings and groups will be decided by the event organizer.
For questions or inquiries, please contact: jcaw.sports@gmail.com
Emergency contacts and contacts on the day of the event:
- Nakajima (Bourbon): 202-344-9191
- Hoketsu (Toray): 540-631-5200
- Nakamura (Nakamura Limousine): 202-365-8155
JCAW Planning Director

