
平成30年 KGA杯ジュニアゴルフ大会男子の部
組み合わせおよびスタート時間表 於：カレドニアン・ゴルフクラブ

参加者数　12歳～14歳の部　64名
1番よりスタート 10番よりスタート 15歳～17歳の部　79名
組 時間氏　　名 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年

池 由哉 新潟市立白根北中1 山本 力輝 代々木高2 太田 龍将 印西市立西の原中1 水野 陽稀 多摩大聖ヶ丘高3

泊 隆太 高崎市立南八幡中2 紺野 秀倖 千葉黎明高1 平山 幸作 早稲田実業中2 國分 康徳 東海大高輪台高2

羽部 大輝 船橋市立前原中1 山口 翔 日大第一高2 小林 翔音 葛飾区立東金町中1 寺辻 真生 正智深谷高2

関 瞳生 鶴ヶ島市立富士見中2 新田 航大 杉並学院高3 熊谷 拓海 千葉市立真砂中3 中川 拓海 千葉黎明高2

中川 虎ノ介 水戸市立笠原中1 関田 健人 日大第一高1 丸山 泰輝 富士市立吉原第一中3 笠原 大輝 駒場学園高2

井上 歌喜 早稲田実業中2 井上 尚 埼玉栄高1 中村 大聖 横浜市立大道中3 榊原 麗 國學院久我山高2

長谷川 和瑞大 埼玉栄中1 久米 慧 慶応義塾高2 鳥居 大揮 多古町立多古中2 伊澤 健人 安田学園高2

須田 航平 古河市立古河第一中2 森 竜也 駒場学園高2 鈴木 柚生 市立下稲吉中1 宮武 和輝 立正大付属立正高1

清水 拳斗 さいたま市立東浦和中1 吉永 竜 南平高3 時本 晃志 柏市立田中1 平塚 優貴 横浜旭陵高2

井出 太陽 川上村立川上中2 星野 健斗 クラーク記念国際高1 小松 潤 大田区立糀谷中2 鈴木 遼太 水戸南高3

熊谷 地陽 塩尻市立広陵中2 岡田 圭太 成城学園高1 小暮 春輝 所沢市立上山口中1 坪 佑翼 佐原高1

相原 涼汰 行田市立行田中2 渡辺 省吾 日川高1 髙津 愛富 明大中野中3 遠藤 りお 埼玉栄高1

亥飼 陽 日立市立滑川中1 小野寺 悠 日大鶴ヶ丘高3 須田 信乃介 古河市立総和北中1 菅野 義稀 拓殖大紅陵高1

犬飼 泰我 伊東市立南中1 前田 知紀 拓殖大紅陵高3 細谷 幹 水戸市立第四中2 平野 達己 専修大附属高3

長谷川 大和 早稲田実業中2 渡邊 絢心 厚木北高1 佐藤 雄士郎 早稲田中2 国府田 理己 埼玉栄高2

楠 大峻 聖学院中3 橋本 ニコラス 明秀学園日立高1 依田 智也 明大中野中3 阿部 大翔 文教大付属高1

池田 陽翔 多古町立多古中1 林 宗史 富士森高1 長崎 直仁 千葉市立蘇我中2 山田 真輝 埼玉栄高2

岡田 海斗 町田市立小山田中2 大森 星夜 立正大付属立正高2 近藤 直杜 横浜市立南希望ヶ丘中1 麻生 悠人 中央大附属横浜高1

佐藤 友樹 川崎市立塚越中2 町田 竜成 堀越高1 長谷川 瞬 川口市立青木中1 岩沢 暁冴 千葉黎明高2

大岩 慶尚 千葉市立誉田中2 宮原 光 埼玉栄高2 金子 佳矢 早稲田実業中1 大友 陽介 早稲田実業高2

柿澤 琢真 さいたま市立岸中1 奥村 礼惟 拓殖大紅陵高1 永吉 冴綺 明大中野中3 水沼 勇太 松伏高2

北村 祐 世田谷区立砧南中2 山田 吉希 日本ウェルネス高3 大久保 海 伊勢原市立中沢中1 宮部 澪央 明秀学園日立高1

府川 流士 越谷市立北中2 赤岩 伶音 代々木高2 五味田 真大 宇都宮市立姿川中3 魚住 海斗 成城学園高1

佐藤 貴裕 多古町立多古中1 辻 竜舞 駒場学園高3 松澤 虎大 石岡市立石岡中2 川畑 京太郎 松戸高1

野寄 翼 御殿場市立原里中1 松岡 正士 代々木高2 髙梨 倭 八千代市立萱田中2 淺野 友太郎 駒場学園高1

森 虎琉 品川区立鈴ヶ森中2 山田 健悟 堀越高1 向後 太賀 旭市立第二中3 押田 叡進 佐原高1

三橋 颯太朗 森村学園中2 亥飼 台 日本ウェルネス高1 松枝 靖悟 下野市立石橋中3 和田 洸夢 明秀学園日立高2

志村 由羅 川越市立霞ヶ関中1 國澤 怜能 日大第一高1 豊 太陽 千葉県立土気南中3 城 尚輝 早稲田実業高2

新地 秀哉 座間市立相模中1 込山 要 拓殖大紅陵高3 紫垣 大志 広尾学園中3 高橋 大斗 佐野日大高1

坂本 耕平 山梨大教育学部附属中2 比嘉 海人 佐久長生高1 佐藤 快斗 埼玉栄中1 井原 史韻 千葉工業高3

島岡 聖 東海大付属相模中2 浅田 竜平 佐野日大高1 斉藤 隼人 三郷市立彦成中2 梅澤 拓望 代々木高3

比留間 康介 埼玉栄中1 小林 龍生 千葉学芸高2 柿沼 瑛亮 佐野日大中3 鄭 優星 千葉黎明高1

富永 龍輝 鹿島学園高1 宮内 遼河 千葉学芸高3 佐藤 翔太 埼玉栄高2 佐藤 凌乃介 開志国際高2

鳥居 泰雅 霞ヶ浦高2 岩舘 輝 印旛明誠高3 阿部 廉太郎 堀越高1 相馬 和樹 千葉黎明高1

稲見 大和 白鴎高2 佐藤 卓郎 佐野日大高1 金田 卓己 拓殖大紅陵高2 中村 ゲティケイン 桐蔭学園中等教育高2

森 勇乃祐 慶應義塾高3 赤塚 将成 麗澤高1 椎名 優介 代々木高2

競技委員長 　神戸 誠

8月17日(金)

1 7:30 10 8:51 19 7:30 28 8:51

29 9:00

3 7:48 12 9:09 21 7:48 30 9:09

2 7:39 11 9:00 20 7:39

31 9:18

5 8:06 14 9:27 23 8:06 32 9:27

4 7:57 13 9:18 22 7:57

33 9:36

7 8:24 16 9:45 25 8:24 34 9:45

6 8:15 15 9:36 24 8:15

35 9:54

9 8:42 18 10:03 27 8:42 36 10:03

8 8:33 17 9:54 26 8:33



 

平成 30年 KGA杯ジュニアゴルフ大会 男子の部 

 

開 催 日 ：8月 17日(金) 

開催コース ：カレドニアン・ゴルフクラブ 

 

本競技は日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則とこのローカルルールと競技の条件を適用する。 

本書に記載の無い事項や追加変更がある場合は競技規定やプレーヤーへの通知文書、または競技会場での掲示

物に掲載されるので必ず参照すること。 

ゴルフ規則によって別に定められている場合や本書に罰が記載されている場合を除き、このローカルルールと競技の

条件の違反の罰は、「2打」とする。 

ローカルルール 

 

1. アウトオブバウンズ(規則 27-1) 

アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。 

2. ラテラル・ウォーターハザード(規則 26-1) 

ラテラル・ウォーターハザードは赤杭または赤線をもってその限界を標示する。線と杭が併用されている場合は線

がその限界を標示する。 

3. 修理地(規則 25-1) 

修理地は青杭を立て、白線をもってその限界を定める。 

4. 動かせない障害物(規則 24-2) 

(a) 排水溝 

(b) 人工の表面を持つ道路に接した排水溝(その道路の一部とみなす) 

(c) 動かせない障害物と白線でつながれている区域(その動かせない障害物の一部とみなす) 

5. バンカー内の石 

付属規則 I(A)3f を適用する(ゴルフ規則 164 ページ参照)。 

6. コースと不可分の部分 

(a) 樹木やその他の恒久的な物件に巻きつけたり、密着させてあるもの。 

(b) 小砂利、ウッドチップ、松葉などを使用して舗装した区域。 

(c) ウォーターハザード内にある人工の壁や杭でできた構造物。 

7. 地面にくい込んでいる球の救済 

付属規則 I(A)3a を適用する(ゴルフ規則 160 ページ参照) 

8. 電磁誘導カート用の 2本のレール 

電磁誘導カート用の 2 本のレール(白線でつながれている区域を含む)は、全幅をもってプレー禁止の修理地とす

る。ただし、スタンスのみが障害となる場合は、そのままプレーすることもできる。 

9. ホールとホールの間の白杭 

4 番と 6 番ホールの間の白杭を結ぶ線を越えていった球は、球が白杭を結ぶ線の向こう側のコース上に止まって

いる場合でも、アウトオブバウンズの球とする。 

10. 高圧送電線 

16 番ホールにおいて、球が高圧送電線に当たった場合は、そのストロークを取り消し、ゴルフ規則 20-5 にしたが

って罰なしに再プレーしなければならない。その球をすぐには取り戻せない場合は、別の球に取り替えることがで

きる。 

11. パッティンググリーン上で球が偶然に動かされること 

規則 18-2, 20-1は以下の通りに修正される。 

プレーヤーの球がパッティンググリーン上にある場合、その球やボールマーカーがプレーヤーまたはキャディーや

携帯品によって偶然に動かされても罰はない。その球やボールマーカーはリプレースされなければならない。この

ローカルルールはプレーヤーの球やボールマーカーがパッティンググリーン上にあり、いかなる動きも偶然である

場合にだけ適用する。 

注： パッティンググリーン上の球が風、水あるいは重力などの他の自然現象の結果として動かされたものと判断さ

れた場合、その球はその新しい位置からあるがままの状態でプレーされなければならない。また、そのような

状況で動かされたボールマーカーはリプレースしなければならない。 

12. 規則 6-6d例外の修正 

どのホールであっても、プレーヤーがスコアカードを提出する前には罰を受けていたことを知らずに 1 打または複

数の罰打を含めなかったために、真実より少ないスコアを提出していた場合、そのプレーヤーは競技失格とはなら

ない。このような状況では、そのプレーヤーは該当する規則に規定されている罰を受けるが、規則6-6dに違反した

ことに対する追加の罰はない。該当する罰が競技失格である場合にはこの例外は適用しない。 

 

 

 



 

競技の条件 

1. 参加資格 

プレーヤーは競技規定に定められた参加資格を満たさなければならない。 

2. 委員会の裁定 

委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 

3. 使用クラブの規格 

『適合ドライバーヘッドリストの条件・付属規則 I(B)1a』を適用する(ゴルフ規則 176ページ参照)。 

4. 使用球の規格 

『公認球リストの条件・付属規則 I(B)1b』を適用する(ゴルフ規則 177ページ参照)。 

5. ゴルフシューズ 

正規のラウンド中、プレーヤーが金属製・セラミック製、または委員会がそれと同等と認めた鋲を有するゴルフシュ

ーズを使用することを禁止する。この条件の違反の罰は競技失格。 

6. プレーの中断と再開 

(1) 通常のプレーの中断(落雷などの危険を伴わない気象状況)については、規則 6-8b､c､dに従って処置すること。 

(2) 険悪な気象状況にあるため、委員会の決定によりプレー中断となった場合、同じ組のプレーヤー全員がホー

ルとホールの間にいたときは、各プレーヤーは委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはな

らない。1 ホールのプレーの途中であったときは、各プレーヤーはすぐにプレーを中断しなければならず、その

あと、委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。プレーヤーがすぐにプレーを中

断しなかったときは、規則 33-7 に決められているような罰を免除する正当な事情がなければ、そのプレーヤー

は競技失格となる。 

険悪な状況による中断中は、委員会がオープンと宣言するまで、すべての練習施設はクローズとなる。クロー

ズとなった練習施設で練習しているプレーヤーは練習を止めるように要請される。その要請に従わなかった場

合、参加を取消しとすることがある。 

(3) プレーの中断と再開の合図について 

プレーの即時中断 ：1回の長いサイレン 

プレーの中断 ：連続する 3回の短いサイレン(繰り返し) 

プレーの再開 ：2回の短いサイレン(繰り返し) 

と同時に、本部より競技委員を通じてプレーヤーに連絡する。 

7. 練習 

ホールとホールの間での練習を禁止する(規則 7-2注 2)『付属規則 I(B)5b』(ゴルフ規則 181ページ参照)。 

8. キャディー(規則 6-4注) 

正規のラウンド中、プレーヤーが委員会によって指定された者以外をキャディーとして使用することを禁止する。こ

の条件の違反の罰は『付属規則 I(B)2』を適用する(ゴルフ規則 179ページ参照)。 

9. スコアカードの提出(裁定 6-6c/1) 

スコアリングエリア方式を採用する。 

10. 競技終了時点 

競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

注意事項 

1. 競技の条件 5 項において規制されるシューズ以外でもパッティンググリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用

禁止とすることがある。 

2. 予備グリーンは定義上「目的外のパッティンググリーン」であり、球が目的外のパッティンググリーン上にある場合、

プレーヤーは規則 25-3に基づいて救済を受けなければならない。 

3. 競技委員会は競技中を含めいつでも、出場にふさわしくないと判断したプレーヤーの参加資格を取り消すことがで

きる。 

4. 競技委員会は規則 33-7 に基づき、すべての競技関係者、ギャラリーへの暴言等を含めエチケットの重大な違反が

あったプレーヤーを競技失格とすることができる。 

5. 打放し練習場においては備付けの球を使用し、スタート前の練習は 1人 1箱(25球)を限度とする。 

6. アプローチ・バンカー練習場は、使用禁止とする。 

7. プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないように注意すること。プレーの不当な遅延についてはペ

ナルティーを課すことがある。 

8. スタート 15分前には、必ずティーインググラウンド周辺に待機すること。 

9. 正規のラウンド中、ギャラリーとの接触は控えること。 

距離表                                                   競技委員長 神戸 誠 

 

 

 

Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

Yards 418 570 190 360 175 560 393 403 415 3484

Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL

375 360 150 377 392 498 343 163 545 3203 6687

4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 72
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平成30年 KGA杯 ジュニアゴルフ大会 男子の部 参加者注意事項 

（カレドニアン・ゴルフクラブ） 

 

次記の注意事項を厳守の上参加すること（違反した場合は出場停止とする場合がある）。 

 

 

1. 入場 ： 制服またはブレザーを着用のこと。ゴルフシューズでの入退場は厳禁とする。 

※ キャディーバッグは入場時に倶楽部へ預けること。 

※ フロントで受付を行うこと。 

2. ドレスコード ： 襟付きシャツを着用すること（裾はズボンに入れて着用すること）。 

： 帽子を必ず着用すること。 

： 【サングラスの着用：可】・【機能性アンダーウェアの着用：可】 

： 【半ズボンの着用：可】 

※ その他、別紙倶楽部ドレスコードを守ること。 

3. 食べ物の持ち込み ： 食べ物の持ち込みは厳禁とする。食事はレストランで飲食すること。 

4. プレー代 ： 10,097円(税込) 4B・3B 共通、練習ボール代含む ≪食事、売店代は別≫ 

  ゴルフ場利用税非課税措置の減税済み料金 

： 精算の請求書扱いは不可とする。 

： キャディーあり（ゴルフバッグの運搬はキャディーが行う）。 

※ 選手はカートに乗用できる。 

※ 目土は持参した目土袋を使用して各自が行うこと。 

※ クラブは自らカートへ取りに行く等、キャディーに頼らないセルフプレー

を心がけること。 

5. ゴルフ場利用税非課税措置に関して 

： 満18 歳の選手はゴルフ場利用税として、上記金額に別途1,050円がかかる。 

6. 競技参加料 ： 5,400 円（税込） 

  精算：ラウンド終了後に参加料とプレー代金を倶楽部へ支払うこと。 

  表彰式前までに精算すること。 

7. オープン時間 ： 【クラブハウス 6：00 】【レストラン 6：00 】【練習場 6：00 】 

8. 朝食・昼食 ： 通常メニュー（詳細はカレドニアン・ゴルフクラブのHPを確認すること） 

9. 売店 ： クラブハウス、コース内ともに営業する。 

10. 浴室の使用  ： お風呂は利用可。表彰式前までに終了すること。タオルの貸出しは行う 

朝の脱衣場はストレッチスペースとして利用可。 

11. 携帯電話 ： 駐車場のみ使用可（クラブハウス内使用不可。コース内持ち込み禁止。） 

12. クラブバス ： 運行しない。 

13. 入賞者がタイの場合 ： 「マッチング・スコアカード方式」により決定する。 
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14. 欠場の連絡 ： 競技の参加を取り止める場合は、KGAホームページ(www.kga.gr.jp)より 

  申請すること。当日欠場は、直接倶楽部に連絡すること。 

  カレドニアン・ゴルフクラブ 6：00より TEL：0479-82-6161 

 無断欠場は認めない（無断欠場の場合は、厳重に処分する）。 

 

※ 欠場した場合は、下記の口座へ参加料5,400 円(税込)を振り込むこと。 

三井住友銀行（0009） 銀座支店（026） 普通預金 8416275 

一般社団法人関東ゴルフ連盟スクール口 

イッパンシャダンホウジンカントウゴルフレンメイ スクールグチ 

 

15. 欠場者があった場合 ： 組み合わせおよびスタート時間を変更することがある。 

16. 開会式 ： 行わない。スタート15分前には、ティーインググラウンド周辺で待機できる

ように準備すること。 

17. 表彰式 ： 必ず全員出席すること。 

※ 制服はたはブレザーに着替え、シューズも履き替えて参加すること。 

18. スコアカード ： 指定のカードを使用し、スタート時に配布する。 

19. 練習場について ： 【打撃練習場】（無料） 

  ・利用時間 ：スタート前  1 コイン25 球まで 

  ：ホールアウト後30分まで → 利用可 

： 【アプローチ・バンカー練習場】→ 利用不可 

： 【指定練習パッティンググリーン】 

  ・利用時間 ：スタート前 → 利用可 

   ：9ホール終了後時間のある場合は → 利用可 

  ：ホールアウト後 → 利用不可 

  ※指定練習パッティンググリーンの注意事項： 

芝の保護の為、何度も同じ場所からの練習はしないこと。また、パッティンググリーン上での会

話は慎むこと。 

20. その他 

 プレー中はルールブック（2016 年度版）と目土袋、スコップを常に携帯すること。 

 ルールその他で疑問が生じたときは速やかに競技委員へ報告すること。 

 競技中(食事休憩を含む)は、ギャラリーとの接触は控えること(アドバイスと捉えられる可能性が

あるため)。 

 ゴルフシューズ制限 ：メタルスパイク禁止。 

 目土袋、スコップ、傘、雨具等の貸し出しは行わない。 

 宿泊希望者は、各自インターネット等で調べて申し込むこと。 

 宅急便の利用は不可とする。 

 持参したクーラーボックスの設置はスタートハウスのみとする。 

 自己の健康管理には充分注意し、エチケット、マナーを守り、学生らしい態度で行動すること。 



3 

 

≪JGAジュニア会員 ・ NEW J-sys 登録について≫ 

KGA杯 ジュニアゴルフ大会は、『JGAジュニア会員であること』及び『NEWJ-sys 登録』が参加資格

として必要です。競技日までに『JGAジュニア会員』の有効期限が切れている場合があるので、各自確

認すること。また、『JGAジュニア会員』の有効期限切れに伴い『NEWJ-sys 登録』が更新されてい

ない場合があるので併せて各自確認すること。 

有効期限の確認、手続きは、日本ゴルフ協会ホームページ（www.jga.or.jp）『JGA ジュニア会員サー

ビス』より行うこと。 

 

 

≪親権者、ギャラリーの皆様へお願い≫ 

ドレスコード、注意事項及び競技委員の指示をお守り頂けない場合、ご入場、ご観戦のお断りや、ご退

場いただくことがあります。来場の際には節度ある行動を守り、倶楽部のドレスコードに従い服装に注

意してください。 

 

 服装  ： 別紙倶楽部ドレスコードをお守りください。 

 受付方法 ： フロント前にてギャラリー受付を行ってください。 

指定の用紙にサインをして、リボンを見える箇所に付けてください。リボンが無い方

のコース内クラブハウス内の入場はできません。 

 入場観戦場所 ： 【クラブハウス内】立入可能です。 

【コース内】1 番10 番ティーインググラウンド周辺、9 番18 番グリーン周辺のみ

です。 

 食事 ： 利用可≪現金精算のみ≫（選手優先でお願いします。利用時間に制限があります。） 

※クラブハウス内、コース内への食べ物の持ち込みは禁止です。 

 カメラ ： カメラ等撮影器具の持ち込み、撮影は禁止です。 

 携帯電話 ： 駐車場のみ使用可能です。 

 喫煙場所 ： マスター室前の外側のみです。 

 

※ いかなる場所でも飛んできたボールには触れないでください。 

※ 競技中(昼食時を含む)の選手との接触はご遠慮ください(アドバイスと捉えられる可能性があります)。 

※ クラブハウス内、コース内等の俱楽部内の事故、ケガに対しては、責任を負いません。 

※ 炎天下でのプレーとなりますので、選手の体調管理には充分ご注意ください。 

こまめな水分補給を心がけるようご指導ください。飲み物はカートに積めますので、充分な飲み物を

ご準備ください。 

 

問い合わせ先：一般社団法人関東ゴルフ連盟 (TEL：03-6278-0005) 担当 安間 



カレドニアン・ゴルフクラブ／富里ゴルフ倶楽部 

ドレスコード 

 

 当コースでは、ブレザーやジャケット着用が必要です。ジャンパー、 

ジーンズ、スニーカーなどでクラブハウスに入ることは出来ません。  

 

 ウエアの裾はズボンの中が基本です。  

 

 

 プレー時の服装 

 

 

 



 


