コース紹介しちゃいます
昨年、秋に第一弾（妄想編？）を掲載しましたが…
第2弾は、実践にてコース紹介しま～す。
６月１１日（火） くもり（暑くなく微風、最高～っ！）
グリーンスピード：9.3フィート
使用ティ：レギュラー（黄色マーク）６４８７Y
カート：コースナビ付き リモコン式５人乗り電動カート
撮影：撮りなおし修正など一切無しの『ガチ』紹介です。
プレーヤーの『心の声（ときどき叫び…？）』とともにコースを紹介しますね♪
クラブハウスに到着

『おはようございます！』『いらっしゃいませ！』と
元気な声で、迎え入れてくれました(^^♪
ロッカールーム
渡されたのは75番でした。
私は、ロッカー番号…あまり気にしません。
場所は分かりやすいですよ。

『おっ！コースナビ付いてる』
今回は、セルフプレーなのでとっても助かります。
ポーターの人からカートリモコンを渡されました。
『リモコン付きカート！』移動が楽ですねぇ～。
フェアウエイにもヤーテージ表示あり、
グリーンエッジまでの距離表示で
青マーク：２００Y、黄マーク：150Y、赤マーク：100Y、白マーク：50Y
分かりやすいよ♪
それでは、いざスタートホールへ～

１番ホール：３９５Y Par４
約２５Y打ち下ろしのストレートなホール
スタートティに立ち
見晴らしよく緑が映えてとっても綺麗(^^♪
ドライバーでのティショット。
『さあ、今日はあたるかなぁ？』
チョット緊張しながら…
パッス～ン！！
『おっ！いい感じ。よかった～よし頑張ろう♪』

セカンド地点：ピン左やや奥２５Y 残り１１５Y
フェアウエイほぼセンターで、平らで芝の状態も良く。
テンションUP！！気を静めながら…
ボール
距離表示：１００Y

パンッ。『よし！音は良かったぞ』

グリーンセンターやや手前にナイスオン☆
ボールマークはグリーンがほんの少し凹んだ程度。修復も楽♪
7Yの上りややフックライン？
『スッと構えて違和感無し！ひょっとして？今日は調子良い？』
コン！コロコロ… 『転がりも良し！ライン乗った～！』
残念(^_^;) 惜しくもカップ横… 『でもパーなら良しとしよ。』
転がりがスムーズなグリーン。ほとんど曲がらずスッーと伸びた感じです。

２番ホール：３９５Y Par４
約２０Y打ち下ろしのやや右ドッグレッグホール
画像では分かりにくいけど、右に大きな池があり
ティショットでプレッシャーのかかるホールです。
このホールもとっても景観が綺麗ですね♪
狙い目は、右クロスバンカーの左サイド。
そのクロスバンカー越えは245Y位か？
ティショット。もちろんドライバーで(^^♪
アドレスに違和感無し。『あれ今日はどうしたんだろう？』
バシッ！プシューッ 『なんかいい感じ』

セカンド地点：ピン左手前５Y 残り１１５Y
距離表示：１００Y
ボール

ほぼフェアウエイど真ん中。『なんか別人みたい(・・?』
てゆうか、１番ホールと同じ距離？ライも平らでいい状態！
使用クラブも同じ。『まさにリプレーじゃん！』

グリーン左カラーへ
ピンまで４．５Y、ちょいスラかな？
カラーの芝の状態も良し、パターでいけるね♪
『バーディチャ～～ンス！』 わずかに右に外れパーでした。
カラーで食われたので弱いと思ったけどとどきましたよ。
１番同様、ほんとに転がりの良いグリーンですね！

３番ホール：１４８Y Par３（ピン+５Y）
右が池＆ガードバンカー 左奥はOBと
距離は短めだけど落とし穴ありありホール

今日のピンポジ：センターから10Y右奥 ピンまで１５３Y
８番アイアンで。
風は、ややアゲ気味… ピン方向はバンカー越え…
グリーン左バンカー方向に行くとキャリー１４０YでOB注意…
『よし！手前でもいいから花道方向へ。短く持って…』
『ピシッ』、感触は良好！ えっ？ボールの行方はピン真っ直ぐ！
しかも一瞬強い向い風が (汗
罠にしっかりハマってしまいました(^_^;) ピンまで10Y位かな？
バンカー砂は、柔らかいけど抵抗（重み？）はしっかりある感じ…。
『ちょっとスイングを大きめに』とイメージ。
『パン』、良い音が鳴った！
ピン奥３．５Yに付いた。『うん、上出来♪』
下りのほぼストレートなラインだけど微妙。
『何とか入れたいなぁ…』と、静か～にストローク
カップ手前５０ｃｍ位からほんの少しスライス…した？…
『おしい～ぃ』 もう少しで砂一が…
でも、今日はパッティングのフィーリング良い気がする(^^♪

４番ホール：５０１Y Par５
やや打ち上げの左ドッグレッグホール
打ち出しがタイトで左サイドは浅いので注意かな…
もちろんドライバーでいきま～す♪
『右サイド狙い…松に当たらないで』と思いながらアドレス
思ったより少し右にいっちゃたけどOK！
ラフだけど、ボールはそれほど沈んでいないよ♪
残り２６０Y位か？
画像では見にくいけど、２５Y位前方に木があります。
なので、コースの左サイド方向に打つしかないです(^_^;)
飛びすぎると左OBがあるので、レイアップ！
フェアウエイ左サイドに 『うまくいったぁ(^^♪』

サード地点：ピンやや右奥目２８Y ピンまで１４０Y（打上８Y含む）
グリーン左右ともガードバンカーがあるよ。
グリーンは奥から速いから『ピン手前がいいけど…ある程度突っ込みたい！』
『パッパスッ！』、少しかんだ（ダフリ気味）しかも右目にいったよ～
『バンカーに入らないでぇ～』と、心の叫び！！

距離表示：１００Y
ボール

グリーンに行ってみると、ピン右横６Yのカラー。 『ラッキーラッキー！』
割と近いけど、横からはとっても難しい…かなりのフックラインでカップ過ぎると早い…
『とにかくOKに寄ればいい』と思っていたのに 『コツ～ン』
気持ちよく打っちゃった！ ピンを２メートルオーバー(^_^;)
でもね、今日は構えたときに違和感がない！！のです。グリーンの転がりも良い！
返しをしっかり沈めてパー♪
４番ホールを終えると、 茶店がありますよ。

５番ホール：３７９Y Par４
約１５Y打ち下ろしの右ドッグレッグホール
打ち出しがタイトで右サイドは浅い。左サイドも飛びすぎ注意かな…
画像では見えないけど、右サイド約２１０Y地点にクロスバンカーあり。
左に行き過ぎるとOBが…こわいよ。
『２２０Y位のフェアウエイ狙いで』と、２１度のユーティリティで。
『パスゥ～ン』、かなりビビリながら打っちゃた (^_^;)

セカンド地点：ピン右奥２８Y 残り１６８Y（打ち下ろし-８Y含む）
ちょっと距離のこしすぎた（汗 風もアゲてます！
ただし、ライはほぼ平らで芝も状態良く最高！！
『あわよくば乗せたい～ぃ』……？？？
しかし、グリーン周辺はバンカーが３つ。左右ブレと奥も×××
右サイドにONした？と思ったら
傾斜で右にこぼれ、グリーン横ラフに止まる。
幸運にも球は浮いている状態 (^^♪
９Y位のアプローチもまずまずうまくいきましたよ。
『ヨシ！』 ６０ｃｍをお先に♪
なんとかパーを拾いました 『ラッキーラッキー』
ここまで１オーバー？早くも緊張してきた （汗

６番ホール：１８９Y Par３（ピン+10Y）
グリーン左は即OB。左バンカーに捕まればラッキーぐらい？
右斜面ならほぼグリーン周辺に落ちてくるよ。
なので、狙いはグリーン右サイドで斜面ラフでもOKな感じ♪
今日のピンポジ：センターから１０Y左奥 ピンまで１９９Y
安全に右狙い。２４度のユーティリティで…
呪文のように『右右右…』と言い聞かせ アドレスに
『なんか変？しっくりこない！』
プレッシャーからか急に何かおかしい…スッと構えられないよ～
『カシッ』 ハーフトップです (^_^;)
低い弾道でやや右に… まさに結果オーライ！！
右手前にワンオン。 やっぱりグリーンが綺麗ですねぇ♪
ピンまで20Y近いフック～スライスの複合ラインか？
しかも上ってカップ際は下り傾斜？
結果は、２ｍオーバーの返しも外し３パットでボギー （汗
パターのアドレスもなんか違和感ありありになってきた………。

７番ホール：５１１Y Par５
目標の松

やや打ち下ろしから打ち上げの右ドッグレッグホール
フェアウエイまで２００Y位必要。
左はOBになりやすいので、右斜面の松の木の左狙いですね。
ティショットはドライバーで行きま～す！
『あれ？やっぱりアドレスがしっくりこないよ…』
『ぱふっ！』 しっかりあたらなくなって来た (^_^;)
突っ込み癖が出てきた （汗
セカンド地点：残り２９５Y とりあえずフェアウエイセンター♪
あれ画像がないよ～。余裕が無くなってたのか撮るの忘れてた×××

サード地点：ピン真ん中手前１３Y ピンまで１５２Y（やや打ち上げ）
ピンは２段グリーンの下の段。左右と奥にガードバンカーあり。
セカンドショットはレイアップ。やや引掛け左サイドのラフでした。
前方に樹木があり上は無理っぽい（樹木まで３～４Y位）
下をいって手前から、ランラララ～ン しかないかなぁ…
幸いラフだけどライは良いよ♪ 『８鉄かぶせて低く強く…』『パシッ』
グリーン手前花道、ピンまで１７Y位かな？
ライも良いので手堅くパターで『少々強くても傾斜が受けてくれる♪』
『コ～ン！』気持ち良くヒット (^^♪
もう少しで入りそうなぐらいスルスルと僅かにカップ右を過ぎ…
２０ｃｍのパーパット『お先で～す』
どうにかこうにか我慢してる ☆☆

８番ホール：３９７Y Par４
打ち上げて打ち下ろし(１５Y)の、
ほぼ直角ぐらい左側にドッグレッグするホール
少なくても残り170Y位まで打たないとグリーンが見えないよ。
ほぼ正面２６０Yでクロスバンカー。ドックレッグの曲がり角になるよ。
迷わずドライバーで。私はバンカーまで行きませんから (^_^;)
ポツリポツリ雨が……
『バコ～ン』 やっぱり違和感ありありスムーズに振れません （汗
当たり損ねの弱い球 『かよわい球よ…悲しいよ…』

セカンド地点：ピン左奥３２Y 残り１７２Y（打ち下ろし-１５Y含む）
グリーン左右にガードバンカー有り
グリーンは何故か奥に向かって速いみたい。

距離表示：１５０Y
ボール

まだまだ運があるあるです。
フェアウエイ右サイドでグリーンが見える位置♪
芝も短く刈ってありトーナメント仕様みたいです。
ライも平らで文句なし！だけど距離が長いよ～『…ふあん』
アドレスやっぱり違和感……あり 『カツッ』 あたりの薄いハーフトップですぅ
なんとか手前にオン。 ピンまで２２Y位『けっこう遠いなぁ』
想像以上にスライスし、ピン右横２ｍ。
惜しくもパーパットも右に外しボギー 『やっちゃった (^_^; 』
フックめだと思ったら、わずかにスライスした。
８番グリーンは傾斜を読むのが難しいです。
さあ次はハーフの最終ホールですね！

９番ホール：３４０Y Par４
谷越えのストレートホール
谷を越えるのに１５０Y、フェアウエイまで１８０Y。
右サイドは浅く、左に行き過ぎると斜面の松が邪魔になるよ。
右も左も×… でも思い切ってドライバーで行きま～す
『やっぱりアドレスしっくりこない！？』 不安なまま
『バシッ！』 まずまずの手ごたえ♪
しかし… 無情にもボールはカート道より右目に真っ直ぐ飛んでゆく…
『ボールよ！残っておいておくれ～（願 』
ティグラウンド左手には金陵大橋（吊橋）があってインパクトあり

↑この画像は別日撮りです

セカンド地点：ピンセンター１５Y 残り１３０Y（特設ティから４打目）
グリーン手前左右と奥にガードバンカーあり
特に、奥のバンカーには入れたくないですね！

距離表示：１００Y

ボール捜すも見当たらず 『O～B～』
なんか雲行きも… 空も、気持ちも暗くなる…
落ち込みながら、特設ティでの４打目のアドレスに…
『あれ？違和感なくスッと構えられたよ』
『バフォ～ン』 球に当たった瞬間にソールが地面を叩く音
今日一 気持ちいい打感でした♪
ピン横にピタリ？と思いきやバックスピン？で３ｍ手前に
ほぼストレートライン。最後にフックが入るかどうか？
『よし！真っ直ぐ打とう』 『コツ～ン』
曲がりそうで曲がらず スルスルと伸びてホールイン！
ほんとに、跳ねる・よれるの無い良いグリーンだと思いますね♪
いつもより、ずいぶんスコアが良いのでビックリしてます(*^。^*)
どこまで つ・づ・く… のやら？？
☆ここまでご覧いただけましたか？ お疲れさまでした！？ ありがとうごさいます♪
ハーフラウンドを終えて只今の時間10：１０です。
係りの方が、『今ならスルーもできますよ♪』と
午後からお天気も怪しいし、まだ１０時過ぎだしと、気遣ってくれたようです (^^♪
1R終わってから食事することにしました。
では、後半１０番ホールへ ご案内しま～～す！ よろしければお付き合いくださいね☆

１０番ホール：３８７Y Par４
約２０Y打ち下ろしのやや右ドックレッグホール
狙い目はフェアウエイ右端。ロングヒッターは右斜面中腹ぐらいかな？
画像では分からないけどフェアウエー左曲がり角に1本松
そこまで２５０Yぐらい。 その松狙い…ドライバーで！
『あれ？またアドレスが気持ち悪いよ』 何かへん…
『バコッ』 ヒールで左引っ掛け 『ヤバ・イ…』

セカンド地点：ピン左奥３０Y 残り１４５Y（打ち下ろし-10Y含む）
右手前、左横、右奥の３箇所にガードバンカー
今日のピン位置なら右手前のバンカーは一番×かな？
やや前下がりの左足下がり 『難易度の高～い』
うまく打てるはずも無く (^_^;) あたり損ねのハーフトップ

レギュラーティから
２５０Yの松

でもね～あのね～ ラッキーなのね～
花道コロコロ コロコロ 左手前のカラーへと♪
ピンまで２０Yのストレートライン？ 半信半疑
真っ直ぐ狙いで距離だけイメージ
カツ～ン！『いい感じに打てたぞ』 ピンに向かって真っ直ぐ
『伸びろ～』 カップの右を僅かにすり抜け…でもラッキーパー！！

１１番ホール：３７８Y Par４
セカンドから１０～１５Y打ち上げのストレートホール
左サイドは浅く危険。安全に行くならフェアウエイ右端ぐらいかな？
表示距離は１０番より短いけど、１１番の方がかなりタフですね。
左OB怖いけど… もちろんドライバー！一択で
『左はダメ、左はダメ……』 『パコンッ』
集中してねらい目だけイメージすればいいのにね
気持ちよく振りぬけずに力なく左サイドに…

セカンド地点：ピン中左１５Y 残り１４０Y（打ち上げ１０Y含む）
でもね今日は、運が良い♪
フェアウエイの左目、ライの良いところです (^^♪
コースナビは１３０Yと表示してる？
ここは 迷わず自分を信じて… 『バシッ』
『無心で打てた』 まずまずの感触…

距離表示：１００Y

ピン奥８Yにナイスオン
？？？
う～ん ナビが正解？？だった。
勘違いです (^_^;) 正確に距離を打てるレベルではありません（笑
下りのほぼストレートラインのバーディパット
スイングテンポをできるだけゆっくりと言聞かせ 『コ～～ン』
惜しくも入らなかったけど 『お先です！』 パターはいい感じ♪

１２番ホール：３９７Y Par４
池越えの約４０Y打ち下ろしのストレートホール
一番タイトなホールですよ
池越えは１５０Y、そこから打ち下ろし３０Y（棚田みたいに３段ある）
一番上の段で残り１５０Y、２段目で１２０Y、３段目９０Yぐらいが目安
残したい距離と安全面との兼ね合いで打つクラブをチョイスすべし！
何で打っても自信がないから (^_^;) やっぱ、ドライバーで
心の声、『おっ 自然に構えられた』 『バシュ～ン』 いい感じ♪

セカンド地点：ピン右サイド中１５Y 残り９０Y（打ち下ろし５Y含む）
３段目のやや左足上がりのこれ以上ないぐらい良いライ♪
『まただ、アドレスに違和感が無いよ』
ピン手前でいいやと、５８度のウエッジで
『ドシュパ！』 今日２回目の会心打～ッ！！ 球の重みを感じた♪
ピン奥１．５ｍに着弾 そしてバウンド……
このホールは、手前からセンターまで上り、奥に下っていくグリーン。
ティショットのプレッシャー＆セカンドの距離あわせ、そしてパター
個人的には、一番苦手なホールですね (^_^;)
ピンまで１０Yぐらいの上りスライスラインだ！ アプローチが苦手なのでパターで
『ポシャ～ン』 あたり損ねのなでなでパット（悲。 ピン手前３Y残し
ピンの向こうの下り傾斜が気になって 打てましぇ～ん×
さらに、パーパットもなでなで右に外しボギーだっちゃ…

１３番ホール：１４０Y Par３（ピン+５Y）
グリーン右はOBになりやすい。左はガードバンカーが？
方向性重視！安全に行くならグリーン手前に乗れば良し♪
今日のピンポジ：センターから５Y奥やや左 ピンまで１４５Y
８番アイアンで行ってみま～す
アドレス違和感なし… 『バシーッ』。
どうしたんだろう気持ちよく振れるぅ♪
しかもいつもより少し飛んでる？かも…グリーン奥アプローチへ。
ピンまで８Yのスライスライン
ほんとに、グリーン周りの芝生もとってもいい感じ (^^♪
アプローチが苦手なのに挑戦してみたくなるよ！
でもパターで問題なく狙えそう… 『コツーーン』
『えっ、止まらん』 コロコロ…トロトロ…やっと止まった（汗
２．５mオーバー！ でも打った感触はよかった……
そして、返しのパットをど真ん中から入れてやったぜ♪

１４番ホール：３７０Y Par４
ねらい目

だらだらと打ち上げのストレートホール
右サイドカート道右は即OBです。
左が広く受け斜面なので、問答無用で左サイド狙い！！
このホールは距離が長く感じますよ。
ドライバーで左サイド狙い！一択！！

セカンド地点：ピン右サイド奥２０Y 残り１６０Y（打ち上げ５Y含む）
狙い通り左斜面からバウンドしてフェアウエイへ
ライは前下がり スライス注意！
（フェアウエイセンターより左は前下がりになるよ）
『ここは、ピンではなくグリーンセンターでOK！』
『パン』 乾いた音♪ でもちょっと薄い？
方向は狙い通りセンターへ
グリーンセンター手前にオン (^^♪
このピン位置は、画像の黄線内しかチャンスなし…
上からめちゃ速、左からはめちゃ曲がる
実際、上りのどスライスでカップ過ぎると下りとなり止まらないよ…
フォローを大きくとるイメージで、スイングが速くならないように
『ポーーン』のつもりが… スイングが速くなった（汗
カップ過ぎ下りにのって２．５ｍオーバー（秋頃は止まらないよ）
でもね…なぜか…今日は…パターが入るんです。で、パー♪♪

１５番ティ横に茶店がありますよ☆

１５番ホール：３５１Y Par４
やや打ち上げのストレートホール
右サイドカート道右は即OBです。左サイドの方がやや広め？
グリーンまで１１０～１５０Yぐらいの両サイドにクロスバンカーもあるよ
とにかくタイトなホールなので、飛距離よりも方向性重視してね
どのクラブも自信なし (^_^;) 仕方なくドライバー選択で
見た目、黄線の幅内に打っていかないと× プレッシャーMAX！
実際は意外と広いんだけどね…
とにかく短く持って 『パコーン』 恐々スイング…
弱々しい弾道で左ラフへ （汗

セカンド地点：ピン左中１５Y 残り１４２Y（打ち上げ７Y含む）
前下がりのライだけど球は浮いている♪『やっぱラッキーデー？』
グリーン左を狙いたいけど…松が… ピンはガードバンカー越え
安全にグリーンセンターやや右で我慢！
『カツ～ン』 あっ、またハーフトップ気味 (^_^;)
球はグリーンセンター奥にオーバー ……
ピンまで１８Y、上って下りのフックラインか？
グリーン面まで６Yぐらいある…安全策ならパターだけど…
結果、苦手なアプローチ選択。
『カッ！』突っつきトップで逆サイドにグリーンオーバー（悲
そこから２パットを要し 『オーノ～ ボギー』 あるあるでした。

１６番ホール：４８１Y Par５
打ち下ろしから打ち上げのほぼストレートホール
フェアウエイ真ん中のヒノキの左狙い（黄線）
ロングヒッターは右カート道ライン狙い(赤線)で２オンも可能か？
但し、短いロングホールには罠はつきもの…
大叩きもよくあるホールなのですよ
３オンでいくなら、ティショットは１８０～２００Yで十分か？
今日は、ドライバー 一択で
『まただ…すんなりアドレス違和感なし』、ヒノキの真上狙い
『バシッーン！！』 すんなりアドレス＝ナイスショット！

セカンド地点：グリーンまで残り２２５Y（打ち上げ１０Y含む）
かなり左足下がりの前下がりのライ
ウッドで狙える腕はなし…（悲
堅実にレイアップ！ 右サイドプッシュに気をつけていこう♪
力まず、『パスゥ～ン』 いい感じ

サード地点：ピン左奥目２０Y ピンまで９０Y
今日のピンはグリーン左 てことは、バンカー越え……
でもグリーン奥目だからスペースは十分だね♪ 芝生の状態もライも良し！
『バフォ～ン』 球に当たった瞬間にソールが地面を叩く 本日２回目の会心打！！

ボールはピンハイに飛んでゆく～～
ピン手前 1ｍにナイスオン！ そしてピンに向かってワンバウンド…
『キュルキュルキュル』 なに？なに？
も・も・もどって来たよ！ なんてこったぁ (^^♪
でも気持ちいぃーーーっ！
ピンまで４ｍのやや上りのストレートライン？わずかにフックするしない？
気分よくアドレスすると、『いい感じ♪入りそう♪』
で、ほんとに 『入った～ぁ』 今日初バーディ (^_-)-☆
いつになくフィーリングがいいから…いずれは入る気がしてた♪

１７番ホール：１９２Y Par３（ピン+10Y）
グリーン右はほぼOB。縦に長い２段グリーン。
ピン位置によって大きく距離がかわるよ
特にグリーン奥の場合は、安全に左サイドに打ちたいですね
今日はピン奥、実測２０５Yぐらい 遠いよ～（汗
２４度のユーティリティで
『下の段から転がってくれれば…』 短く持ってコンパクトに
『カツン～』 少し右に出た～低い球～ 『バンカーにはいる～ぅ』
グリーン手前右サイドにガードバンカーがあるのです。
『バンカー越えた！』 かろうじてグリーンに届いたボールは
大きくフックしながら段をかけ上がる……どんどんピンへ近づいていく…
『そのまま入っちゃえ！』 と 心で叫ぶ…
ピン右手前２mで止まりました （残
ティから見てるとカップに吸い込まれていくように見えました♪
やや上りストレートラインだ！
かまえた瞬間、前のホールと同じ感覚？ 『入り…そ…う？』
迷わず真っ直ぐ 『コ～～ン』 コロコロ 『カラン』
なんと！ 連続バーディ～♪ 超うれしい(^^♪
コース紹介の使命？ 忘れちゃうわ～

１８番ホール：５４６Y Par５
ほぼ高低差のないストレートホール
右サイドは×、左サイドは広いよ
狙い目は左サイド（黄線方向）
ロングヒッターはパワーフェードで…だけどかなりの勇気必要か？
打ち出しはすごく狭く見えますよ
もちろんドライバーで
最後のホール！悔いの無いよう、気持ち良く振っていきたい
リラックスしてぇ 気持ちよくぅ 『バシュッ～～ン』
な・な・なんと、今日一ショットがここででたぁ～ (*^。^*)
フェアウエイど真ん中へまっしぐら！！右クロスバンカー約３５Y先
グリーンまで残り２７５Yぐらいか？
ここから１３５～１５０Yにクロスバンカーがあり（黄線方向）
レイアップしたい方向にバンカーなのです…
ちょっとでも右から逃げたい気持ちになるホール…
よし、クロスバンカーの上狙いで１７０Y飛ばしたい（願
『パスッン～』 まずまずいい感じ♪

グリーン方向

サード地点：ピン右目中２０Y ピンまで１１０Y
やや前下がりのライで 球は浮いている。
『ティアップしてるみたい』 逆に下に入り過ぎないように注意だね…
２本のウエッジで迷ったけど、長めのクラブをチョイス！
コンパクトなスイング… 急がないように… フォローを低く長く…
技量にも無いイメージ膨らませ…… （笑
『パスッ』 グリーンセンター方向へ
グリーンセンター奥にオン♪
ピンまで６ｍ池に向かって下りのフック＆スライス複合ライン
でも見た目はフックラインにしか見えないかも？
スッと構えていい感じ… 今日のパット…１日こんな感じ♪
スイングが速くならないように 『コ～ン』 よし狙ったラインだ♪
自分を信じれず、フックを重視した結果…
カップ手前から僅かに右に流れ惜しくも入らず…
でも・ねっ♪♪ 『ナイス！パー！』
………お疲れ様でした♪

あと書き
今日は、１打１打写真を撮りながらのラウンドでした。
プレー時間を気にしながらでしたが、
３名でのラウンドということもあり
まずはハーフ２時間ペースで回れてホッとしています。
コースを紹介するにあたり
いかに臨場感を持ってご案内できるか？
良し悪しはあると思いますが、
実際のプレーをもとにやってみよう！と
いかがでしたでしょう？
岡山金陵CCで何度もプレーされた方々、
まだ未体験の方々、
『ゴルフは楽しい』、『ゴルフがしたい』と
少しでも感じて頂けると、うれしく思います。
わたくしながらラウンドして感じたこと
まずは、コース全体綺麗に整備されていますね。
特にパッティンググリーンの状態が良かった。
フェアウエイも短くカットされ、地面もパンとしてる。
なにより、自己ベスト更新で大満足…
また、ご同伴いただいたご両名さま、
ご協力ありがとうございました。
浴場ですが
洗い場に仕切りを設置しましたので
お隣を気にすることなく
ご利用できるようになったと思います。
これからも、皆様に楽しんでいただけますよう
いろんな企画を配信していきたいと思っております！
よろしくお願い申し上げます。
コース紹介をご覧いただきまして誠にありがとうございました。
では コースでお会いしましょう！

