
平成24年度 関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権－KGA杯－決勝競技
組合わせおよびスタート時間表 　(男子ABクラス)

(参加者 131 名：男子A 63 名 ／ 男子B 68 名 )
期日: 11日6日(火)

場所: 横浜カントリークラブ 東コース (18ホール・ストロークプレー)
1番よりスタート 関東ゴルフ連盟

組 時間 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC

1 7:30 間藤 誠司 エンゼル 5.0 中村 宇一朗 GMG八王子 9.9 渡辺 清二 ユニオンエース 10.0 星野 敏昭 諏訪湖 12.4

2 7:39 松元 正秀 エンゼル 5.4 髙瀬 英毅 ユニオンエース 9.9 和田 龍太郎 JGA個人会員 10.1 関 智之 GMG八王子 12.4

3 7:48 佐次 富士夫 小千谷 5.7 福島 勝則 入間 9.8 浜出 達弥 オリムピック 10.2 伊藤 寿樹 諏訪レイクヒル 12.3

4 7:57 酒井 家安 下田城 5.9 佐藤 元重 高坂 9.4 加藤 国守 水戸レイクス 10.5 五十嵐 明 柏崎 12.2

5 8:06 白野 睦夫 昭和の森 6.1 小泉 聖一郎 マグレガー 9.4 亀山 栄 府中 10.5 小松 昭人 神奈川県ゴルフ協会 11.9

6 8:15 藤澤 徹 石坂 6.3 齋藤 勝司 麻生 9.4 白砂 靖 長野国際 10.5 荒井 孝二 エンゼル 11.9

7 8:24 斉藤 隆夫 東松山 6.4 窪田 至 千曲高原 9.2 福井 正吾 柏崎 10.5 宇佐見 慎一 JGA個人会員 11.9

8 8:33 柏原 弘信 穂高 6.4 村上 梅春 白水 9.1 貫井 憲昭 鳩山 10.6 中山 博義 大相模 11.8

9 8:42 西山 昌彦 大利根 12.5 土屋 幸男 八ヶ岳高原 16.0 佐川 博士 春日居 16.0 秋田 弘之 バークレイ 31.0

10 8:51 村上 裕一 赤城国際 12.7 髙橋 松三 東宇都宮 16.0 内田 広毅 大相模 16.2 本田 義憲 柏崎 28.1

11 9:00 中澤 誠 大相模 12.7 山本 和正 桜 15.8 三上 裕則 埼玉県ゴルフ協会 16.7 荒井 哲 伊勢原 27.7

12 9:09 賀川 博行 鶴舞 12.8 相内 政義 神奈川県ゴルフ協会 15.7 国府田 鉄也 静ヒルズ 16.8 小谷野 利三 飯能 27.1

13 9:18 染谷 益朗 真名 12.9 三橋 健光 GMG八王子 15.4 宮澤 成毅 諏訪湖 16.9 酒井 成柱 小田原･日動御殿場 26.4

14 9:27 藤川 光男 あづみ野 12.9 徳田 昭彦 八ヶ岳高原 15.1 大野 貴 狭山 17.0 川野 雅治 JGA個人会員 25.6

15 9:36 鈴木 康司 エンゼル 12.9 増田　 克伊 秦野 15.1 丑山 登 千曲高原 17.1 服部 正幸 日高 23.7

16 9:45 宅間 功 八ヶ岳高原 13.1 田中 清司 JGA個人会員 15.1 大越 洋一 青梅 17.1 矢崎 浩一 神奈川県ゴルフ協会 22.6

17 9:54 今泉 正輝 石地シーサイド 13.3 楠澤 清 石坂 15.0 鈴木 元彦 KGAカード会員 17.8 小海 寿太郎 諏訪湖 22.5

10番よりスタート

組 時間 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC

18 7:30 因泥 武彦 エーデルワイス 6.6 竹田 光男 埼玉県ゴルフ協会 8.8 上杉 昌祺 柏崎 10.7

19 7:39 塚原 浩 霞台 6.7 木榑　 輝夫 ザ・レイクス 8.8 川田 定範 エーデルワイス 10.7 青木 伸一 斑尾高原 11.7

20 7:48 峯村 学 穂高 7.1 辻 隆次 日高 8.7 渡部 良 東京五日市 11.0 板倉 勝彦 習志野 11.7

21 7:57 塚田 一博 ヨネックス 7.3 小島 孝義 神奈川県ゴルフ協会 8.6 牛木 博 JGA個人会員 11.1 増田 悌造 長野 11.6

22 8:06 伊藤 暢 JGA個人会員 7.3 木田 芳美 上野原 8.6 甘田 安孝 神奈川県ゴルフ協会 11.2 三輪 昭 立川国際 11.5

23 8:15 山口 哲央 寄居 7.5 小川 保雄 オリムピック 8.4 和田 忍 神奈川県ゴルフ協会 11.3 竹澤 康明 長岡 11.5

24 8:24 渡邊 晃 オリムピック 7.7 清野 秀雄 小千谷 8.4 丸山 文雄 妙高高原 11.3 池田 幸夫 JGA個人会員 11.5

25 8:33 千葉 陽庸 大相模 7.8 吉永 昌民 KGAカード会員 7.9 横川 充 長岡 11.4 松崎 直之 柏崎 11.4

26 8:42 小川原 浄 蓼科高原 13.3 池田 敏彦 小千谷 14.5 村上 富雄 塩嶺 18.1 富井 誠 東松山 22.3

27 8:51 関山 幸男 メイプルポイント 13.4 柴沼 正明 水戸レイクス 14.2 伊藤 隆文 鶴舞 18.8 丁子 靖 昭和の森 22.1

28 9:00 木村 浩 鶴舞 13.5 池田 信行 多摩 14.2 漆原 伸亮 神奈川県ゴルフ協会 18.8 吉田 芸 KGAカード会員 21.3

29 9:09 高橋 泰平 大洗 13.6 谷 喜代文 ユニオンエース 14.1 金子 秀雄 石地シーサイド 19.2 室田 篤志 JGA個人会員 21.3

30 9:18 齊藤 興二朗 水戸レイクス 13.6 橋本 好生 武蔵野 14.0 関 昌芳 鶴舞 19.8 倉内 宏司 神奈川県ゴルフ協会 20.7

31 9:27 秋葉 繁樹 長瀞 13.7 湯川 英博 千葉 14.0 山梨 泰弘 彩の森 20.0 小室 清 JGA個人会員 20.6

32 9:36 高木 千秋 ゴールデンレイクス 13.9 高橋 恒也 GMG八王子 13.9 粟山 佳則 新発田城 20.1 田之上 洋一 神奈川県ゴルフ協会 20.6

33 9:45 大塚 利昭 八千代 13.9 近藤 勇樹 程ヶ谷 13.9 三浦 和夫 日高 20.5 芝辻 清秀 富士グリーンヒル 20.6

競技委員長　藤　堂　　誠
※ 欠場者のあった場合、組合わせおよびスタート時間を変更することがある。

※

※

※ 競技当日、必ず最新のJGAハンディキャップ証明書(別紙参照)を持参し、朝の受付時に提示すること。
※ クラブハウス、食堂は6：00にオープンする。

※ メタルスパイクでのプレーを禁止する。

※ クラブハウス入場時は、上着を着用すること。また、コース内での携帯電話の使用は禁止とする。クラブハウス内での使用は指定場所のみとする。

※ 競技日および指定練習日とも別紙ドレスコードを厳守すること。また、ギャラリーも選手と同等のドレスコードを厳守すること。

※ コース内の練習場は使用できません。スタート前の練習については別紙参照のこと。

※ 予備日：11月13日(火)
※ 競技終了後、表彰式及びパーティーを行うので必ず出席すること。

指定練習日は10月31日(水),11月1日(木),11月2日(金),11月5日(月),の4日間とし、1人1日とする(会員並み扱い)。予約等の連絡は必ず開催倶楽部へ行うこと

(各日9:00～18:00)。指定練習日は、選手のみで一般プレーヤーの同伴は認めない。また、1ラウンド限定とし、2球以上のプレーは禁止する。

病気、事故等のため参加を取り止める場合は、関東ゴルフ連盟(TEL03-6278-0005、FAX03-6278-0008)または、横浜カントリークラブ(TEL045-
351-1001)に連絡すること。無断欠場の場合は本年度連盟主催競技および来年度本競技の出場を停止する。



平成24年度 関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権－KGA杯－決勝競技
組合わせおよびスタート時間表 (女子ABクラス)

(参加者 132 名：女子A 61 名 ／ 女子B 71 名 ）
期日: 11日6日(火)

場所: 横浜カントリークラブ 西コース (18ホール・ストロークプレー)
1番よりスタート 関東ゴルフ連盟

組 時間 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC

1 7:30 伊藤 美砂子 湯田上 3.9 八木 菜美子 松ヶ峯 13.2 相原 ちなみ 甲府国際 13.3

2 7:39 堀江 美奈子 入間 4.2 金濱 香代子 大厚木 13.0 笹貫 白根 横浜 13.3 近藤 明子 大新潟・三条 15.4

3 7:48 加藤 きよ子 長野国際 7.6 西村 治美 東名厚木 12.9 吉川 紀子 神奈川県ゴルフ協会 13.3 石田 美矢子 八王子 15.4

4 7:57 内藤 恵美 グリーンバレイ 8.1 丸山 君江 ヴィンテージ 12.9 船橋 芳子 越生 13.3 三石 純子 石坂 15.4

5 8:06 小山 純子 日高 8.6 山岸 美喜 蓼科高原 12.2 大越 景子 青梅 13.5 両角 晶子 府中 15.4

6 8:15 徳島 妙子 新発田城 9.0 白石 美津子 東名厚木 12.1 上平 陽子 八王子 13.6 富田 奈都 セントラル 15.4

7 8:24 鈴木 春美 ノーザン錦ヶ原 9.1 関根 美恵子 富士笠間 11.8 吉田 信子 ザ・レイクス 13.7 小林 昌代 埼玉県ゴルフ協会 15.3

8 8:33 佐々木 紫 彩の森 9.4 小林 敬子 甲斐駒 11.8 佐藤 博子 秋山 13.8 橘 佳織 セントラル 15.2

9 8:42 川畑 いつ子 エンゼル 15.7 西原 喜美子 飯能 20.3 荘 祐子 嵐山 20.7

10 8:51 高木 孝子 川越 15.9 辨谷 知子 オリムピック 20.0 新田 恭子 飯能 20.7 冨岡 君江 小田原･日動御殿場 29.1

11 9:00 高松 是子 相模原 16.1 堀内 節子 上田菅平高原グランヴィリオ 20.0 小形 嘉美 岡部チサン 20.7 熊澤 純子 横浜 28.9

12 9:09 木村 涼子 八王子 16.1 山田 純子 越生 19.9 土井 正代 JGA個人会員 20.8 井ノ川 恵美子 立科 28.5

13 9:18 保坂 幸子 春日居 16.1 笹原 久美子 狭山 19.9 宮田 愛子 GMG八王子 21.1 石田 江美子 越生 27.3

14 9:27 鈴木 里江 ベルエア 16.2 蔵原 真奈美 富士グリーンヒル 19.8 高頭 淳子 長岡 21.3 笠間 和子 信濃 26.6

15 9:36 津野 真弓 浦和 16.2 横山 美代子 富士グリーンヒル 19.5 島津 佐和子 日本 21.3 齊藤 実子 都留 26.6

16 9:45 茂呂田 紀美枝 ブリック＆ウッド 16.4 上條 治美 水戸レイクス 19.4 松永 玲子 飯能 21.7 丸山 喜代子 鳩山 26.4

17 9:54 田所 早知 越生 16.7 白山 昌子 ブリック＆ウッド 19.3 中村 成代 都 22.0 谷口 由美 ザ・レイクス 26.0

10番よりスタート

組 時間 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC 氏　名 所　属 HC

18 7:30 関野 チエ子 武蔵野 9.5 木村 佑子 柏崎 11.5 山下 美花 昭和の森 13.9

19 7:39 梛木 美百合 オリムピック 9.8 布施 和子 甲斐駒 11.4 平川 桂子 高根 14.2

20 7:48 猪野 智子 浦和 9.8 鈴木 昭子 フォレスト三井の森 11.2 木村 明美 東京国際 14.2 猪俣 節子 さいたま梨花 15.1

21 7:57 樋田 雅美 JGA個人会員 9.9 原 和子 アスレチック 11.0 荒木 和江 高坂 14.2 田所 洋子 白鳳 15.0

22 8:06 山口 真美子 JGA個人会員 10.0 宮本 淳愛 八王子 10.9 二見 昌美 小田原･松田 14.4 松元 美幸 エンゼル 15.0

23 8:15 原島 智恵子 鳩山 10.1 馬込 奈緒子 浦和 10.7 朝倉 美和子 桜ヶ丘 14.5 鳥羽 小代美 鶴舞 15.0

24 8:24 中野 岩野 昭和の森 10.2 宮沢 貞子 白鳳 10.5 城田 恵津子 大厚木 14.6 西山 桂子 狭山 14.9

25 8:33 伊藤 容子 東名厚木 10.4 大内 園美 桂ヶ丘 10.5 藤澤 由美 石坂 14.6 小林 郷子 柏崎 14.7

26 8:42 川村 恵美子 神奈川県ゴルフ協会 16.7 田中 千恵美 越生 18.8 大野 玉美 箱根 22.0 安永 妙子 白鳳 25.8

27 8:51 大歳 万里子 高根 16.9 目崎 セツ 小千谷 18.8 和田 栄美子 中条 22.5 近藤 愛子 柏崎 25.1

28 9:00 佐藤 佳子 桜ヶ丘 17.2 山田 夏 白水 18.4 海老澤 万里 高根 22.2 三浦 和江 入間 24.9

29 9:09 菊谷 希和子 JGA個人会員 17.4 田中 美和 狭山 18.4 丸茂 富美子 春日居 23.0 柳澤 郡子 上田菅平高原グランヴィリオ 24.9

30 9:18 渡辺 実和子 甲府国際 17.4 蜂須賀 千秋 さいたま 18.4 奥平 麻紀 狭山 23.0 宮本 早苗 長野国際 23.9

31 9:27 成田 幸子 丘の公園清里 17.5 岡本 真奈美 千葉桜の里 18.2 頼住 清子 小田原･松田 23.1 大橋 みち江 信濃 23.8

32 9:36 土橋 江利子 高根 17.5 藤原 房江 ユニオンエース 18.2 大河 静江 白鳳 23.1 飯塚 文恵 柏崎 23.8

33 9:45 齊藤 恵美子 青梅 17.6 高中 夕貴子 白鳳 18.1 羽生 美代子 長野国際 23.2 平出 みどり 八王子 23.8

34 9:54 浅利 知世 入間 18.0 橋本 宏子 武蔵松山 18.0 笠井 加代子 桜ヶ丘 23.3 小林 朝子 諏訪湖 23.7

競技委員長　岩　田　淳　子

※ 欠場者のあった場合、組合わせおよびスタート時間を変更することがある。

※

※

※ 競技当日、必ず最新のJGAハンディキャップ証明書(別紙参照)を持参し、朝の受付時に提示すること。
※ クラブハウス、食堂は6：00にオープンする。

※ メタルスパイクでのプレーを禁止する。

※ クラブハウス入場時は、上着を着用すること。また、コース内での携帯電話の使用は禁止とする。クラブハウス内での使用は指定場所のみとする。

※ 競技日および指定練習日とも別紙ドレスコードを厳守すること。また、ギャラリーも選手と同等のドレスコードを厳守すること。

※ コース内の練習場は使用できません。スタート前の練習については別紙参照のこと。

※ 予備日：11月13日(火)
※ 競技終了後、表彰式及びパーティーを行うので必ず出席すること。

指定練習日は10月31日(水),11月1日(木),11月2日(金),11月5日(月),の4日間とし、1人1日とする(会員並み扱い)。予約等の連絡は必ず開催倶楽部へ行う

こと(各日9:00～18:00)。指定練習日は、選手のみで一般プレーヤーの同伴は認めない。また、1ラウンド限定とし、2球以上のプレーは禁止する。

病気、事故等のため参加を取り止める場合は、関東ゴルフ連盟(TEL03-6278-0005、FAX03-6278-0008)または、横浜カントリークラブ

(TEL045-351-1001)に連絡すること。無断欠場の場合は本年度連盟主催競技および来年度本競技の出場を停止する。



平成 24 年度 関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権-KGA 杯-決勝競技 

 
開 催 日 ：11 月 6 日(火) 
開催コース ：横浜カントリークラブ 東コース(男子 AB クラス) 

   
本競技においては日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則とこの競技の条件・ローカルルールを適用する。 
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選手への通知文書、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、本競技の条件とローカ

ルルールの違反の罰は、2 打とする。 
  

競 技 の 条 件 

1. 競技委員会の裁定 
競技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。 
2. 使用球の規格(ゴルフ規則 175 ページ参照) 

『公認球リストの条件・規則付Ⅰ(c)1b』 
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・規則付Ⅰ(c)1a』(ゴルフ規則 174 ページ参照) 
4. ゴルフシューズ 

正規のラウンド中、競技者が金属製・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。 
5. 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。 
6. ホールとホールの間での練習禁止(規則 7-2 注 2) 

『規則付 I(c)5b』(ゴルフ規則 179 ページ参照) 
7. 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が中断となった場合、同じ組の競技者全員が

ホールとホールの間にいたときは、各競技者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、各競技者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。競技者がすぐに

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、その競技者は競技失格とする。この条件の違反の罰は競技失格(規則 6-8b 注) 
(3) プレーの中断と再開の合図について 

通常のプレー中断 ： 
険悪な気象状況による即時中断 ：  本部より競技委員を通じて競技者に連絡する。 
プレーの再開 ：  

8. 移動 
『規則付 I(c)8 移動』(ゴルフ規則 181 ページ参照) 
ただし、ホールとホールの間は乗用カートに乗ることを認める。 

9. キャディー(規則 6-4 注) 
正規のラウンド中、競技者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『規則付 I(c)2』を適用する(ゴルフ規則 177 ページ参照)。 



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

Yards 368 160 490 358 330 162 535 324 394 3121

Par 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL

354 487 140 388 352 193 566 406 436 3322 6443

4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 72

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. 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標示する。ただし、次のものを含む 
スルーザグリーンの芝草を短く刈ってある区域(規則 25-2 参照)にある距離計測のための黄色いペイント。

ただし、そのペイントがプレーヤーのスタンスの障害となっていても、それ自体は規則 25-1 に基づく障害と

はみなされない。球がそのペイントの上にあるか、触れている場合、またはそのペイントが意図するスイング

区域の障害となる場合のみ、規則 25-1 に基づいて救済を受けることができる。 
3. 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。 
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. 電磁誘導カート用の 2 本のレール 
2 本のレールの全幅をもってカート道路とみなす。球がこのカート道路の上にある場合、競技者は規則

24-2b(i)の救済を受けなければならない。 
6. コースと不可分の部分 

a. 樹木に巻きつけたり、密着させてあるもの 
b. ハザード内にある人工の壁、パイリング(杭) 

7. 指定ドロップ区域 
10 番グリーン後方から 11 番ホールに向かう人工の表面を持つ歩経路の上に球があったりスタンスがかかる

場合、または意図するスイングの区域の妨げになる場合、競技者は、罰なしに、指定ドロップ区域にその球

をドロップすることができる。 
 
注 意 事 項 

1. 競技の条件 4 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. 競技委員会は競技中を含めいつでも、出場に相応しくないと判断した競技者の参加資格を取り消すことがで

きる。 
3. コース内の打放し練習場は使用できません。スタート前の練習は隣接している横浜スポーツマンクラブをご

利用ください(クルマで約 5 分、90 打席、球数制限なし(有料))。 
コースとの往復は各自のクルマでお願いいたします。公共機関を利用して来場された方はコースのスタッフ

までお声掛けくだされば送迎いたします。 
 

競技委員長 藤 堂  誠 

距離表 

 



平成 24 年度 関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権-KGA 杯-決勝競技 

 
開 催 日 ：11 月 6 日(火) 
開催コース ：横浜カントリークラブ 西コース(女子 AB クラス) 
 
本競技においては日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則とこの競技の条件・ローカルルールを適用する。 
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選手への通知文書、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、本競技の条件とローカ

ルルールの違反の罰は、2 打とする。 
  

競 技 の 条 件 

1. 競技委員会の裁定 
競技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 終であ

る。 
2. 使用球の規格(ゴルフ規則 175 ページ参照) 

『公認球リストの条件・規則付Ⅰ(c)1b』 
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・規則付Ⅰ(c)1a』(ゴルフ規則 174 ページ参照) 
4. ゴルフシューズ 

正規のラウンド中、競技者が金属製・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。 
5. 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。 
6. ホールとホールの間での練習禁止(規則 7-2 注 2) 

『規則付 I(c)5b』(ゴルフ規則 179 ページ参照) 
7. 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が中断となった場合、同じ組の競技者全員が

ホールとホールの間にいたときは、各競技者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、各競技者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。競技者がすぐに

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、その競技者は競技失格とする。この条件の違反の罰は競技失格(規則 6-8b 注) 
(3) プレーの中断と再開の合図について 

通常のプレー中断 ： 
険悪な気象状況による即時中断 ：  本部より競技委員を通じて競技者に連絡する。 
プレーの再開 ：  

8. 移動 
『規則付 I(c)8 移動』(ゴルフ規則 181 ページ参照) 

9. キャディー(規則 6-4 注) 
正規のラウンド中、競技者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『規則付 I(c)2』を適用する(ゴルフ規則 177 ページ参照)。 



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

Yards 390 380 115 515 385 465 120 310 375 3055

Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL

360 140 270 345 100 500 315 350 575 2955 6010

4 3 4 4 3 5 4 4 5 36 72

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. 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標示する。ただし、次のものを含む 
スルーザグリーンの芝草を短く刈ってある区域(規則 25-2 参照)にある距離計測のための黄色いペイント。

ただし、そのペイントがプレーヤーのスタンスの障害となっていても、それ自体は規則 25-1 に基づく障害と

はみなされない。球がそのペイントの上にあるか、触れている場合、またはそのペイントが意図するスイング

区域の障害となる場合のみ、規則 25-1 に基づいて救済を受けることができる。 
3. 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。 
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) 
d. 黄黒の縞杭(本競技には適用しない) 

5. 高圧送電線 
7 番、13 番および 18 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、罰

なしに再プレーしなければならない(ゴルフ規則 20-5)。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。 
6. 11 番ホールにおいて、球がグリーン右側の枕木に近接しているために、スタンスや意図するスイングの区域

の妨げになる場合、競技者は、罰なしに、その球に も近い指定ドロップ区域にその球をドロップすることが

できる。 
 
注 意 事 項 

1. 競技の条件 4 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、競技者は規則 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、出場に相応しくないと判断した競技者の参加資格を取り消すことがで

きる。 
4. コース内の打放し練習場は使用できません。スタート前の練習は隣接している横浜スポーツマンクラブをご

利用ください(クルマで約 5 分、90 打席、球数制限なし(有料))。 
コースとの往復は各自のクルマでお願いいたします。公共機関を利用して来場された方はコースのスタッフ

までお声掛けくだされば送迎いたします。 
 

競技委員長 岩 田 淳 子 

距離表 

 



出場選手  各位 

 

 ドレスコード 

 ご来場ならびにプレー終了後の服装 
 必ず上着(ブレザーに準ずる服装)をご着用ください。 
 サンダル類でのご来場はご遠慮ください。 

 プレー中の服装 
 G パン、トレーナー類はご遠慮ください。 
 シャツは折襟のあるもので、裾をスラックスの中に入れてご着用ください。 
 V ネック、丸首などやジャンパーを着る場合、その下に必ず折り襟のある

シャツ、タートルネックをご着用ください。 
 半ズボン、バミューダなどをご着用時、ショートソックスをご使用の場合、く

るぶしまで隠れるソックスをご使用ください。 
 セーター、タオルを首や腰に巻いたり、ぶら下げたりすることはご遠慮くだ

さい。 
 女子のタンクトップ、スパッツならびにショートパンツのご着用は禁止とな

っております。 
 プレー後の服装 
 プレー後のクラブハウスでは憩ぎのひとときをお過ごしいただけますが、

素足はご遠慮ください。 
 

 練習場について 

コース内の打放し練習場は使用できません。 
スタート前の練習は隣接している横浜スポーツマンクラブをご利用ください(クルマ

で約 5 分、90 打席、球数制限なし(有料))。 
コースとの往復は各自のクルマでお願いいたします。公共機関を利用して来場さ

れた方はコースのスタッフまでお声掛けくだされば送迎いたします。 



出場選手  各位 

 

アンダーハンディキャップ選手権に出場されるにあたり、下記事項を今一度ご確認ください。 

1. 組合わせ表に記載されているご自身の倶楽部・団体名がJ-sys にホーム倶楽部または所属倶楽部

として登録されているかご確認ください。 

ホーム倶楽部は J-sys により発行された JGA/USGA ハンディキャップインデックス証明書で確認す

ることができます(下記参照)。 

(ⅰ)ハガキタイプの証明書 (ⅱ)A4 タイプの証明書 (ⅲ)モバイル J-sys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明な場合は、ご自身の倶楽部・団体にお問い合わせください。登録がない場合、本競技には出

場できません。必ず登録を済ませてからご出場ください(登録はご自身の倶楽部・団体で行うことがで

きます)。 

尚、JGA 個人会員および KGA ゴルファーズカード会員の方は、確認は不要です。 

2. JGA/USGA ハンディキャップインデックスの有効期限をご確認ください。 

競技日が証明書に記載されている有効期限内かどうかご確認ください。モバイル J-sys の場合は計

算日が競技日から 6 ヶ月以内であるかご確認ください(期限切れの場合、失格となります)。有効期限

が切れている場合は不足枚数分のスコアカードを提出することによって JGA/USGA ハンディキャッ

プインデックスを再取得することができます。 

3. 当日持参いただく JGA/USGA ハンディキャップインデックス証明書は下記のものを有効とします。 

 J-sys により発行されたハガキタイプの証明書 

 J-sys により発行された A4 タイプの証明書 

 モバイル J-sys の画面表示 

競技当日に使用するハンディキャップは、最新の JGA/USGA ハンディキャップインデックスの数値と

します。 

また、携帯サイト The Golf の画面表示や(J-sys ではなく)倶楽部発行の証明書は認められませんの

でご注意ください。 

なお、ハンディキャップが申込時から変更があった場合、競技当日のハンディキャップが該当するク

ラスへの出場となります。 


