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平成 24 年度 関東女子倶楽部対抗～報知杯～ 競技規定 

 
主催：関東ゴルフ連盟(KGA) 

《予選、決勝 共通》 
1. 期日および場所 

◎予 選 
6 月  4 日(月) 神奈川  ブロック 

11 日(月) 山梨、茨城、埼玉  ブロック 
12 日(火) 新潟、群馬、千葉、東京、静岡 ブロック 
14 日(木) 栃木  ブロック 
15 日(金) 長野  ブロック 

新潟 柏崎カントリークラブ 佐渡・米山 柏崎市大字宮川 1345  TEL 0257-35-2221 
長野 諏訪湖カントリークラブ  諏訪市大字四賀字霧ケ峰 7718-1 TEL 0266-52-1780 
山梨 甲府国際カントリークラブ  笛吹市御坂町下黒駒 3193 TEL 055-264-2711 
群馬 初穂カントリークラブ  沼田市白沢町上古語父 2440 TEL 0278-53-3200 
栃木 南摩城カントリークラブ 中・東 鹿沼市下南摩町 982-2  TEL 0289-77-2111 
茨城 大利根カントリークラブ 東  坂東市下出島 10  TEL 0297-35-1344 
埼玉 日高カントリークラブ 東・西   日高市高萩 1203  TEL 042-989-1311 
千葉 千葉夷隅ゴルフクラブ 東・西  夷隅郡大多喜町板谷 588 TEL 0470-83-0211 
東京 東京国際ゴルフ倶楽部   町田市下小山田町 1668 TEL 042-797-7676 
神奈川 相模原ゴルフクラブ 西   相模原市南区大野台 4-30-1 TEL 042-776-8811 
静岡 浜松シーサイドゴルフクラブ  磐田市鮫島 4119-1  TEL 0538-32-7281 
◎決 勝 
8 月 20 日(月) 姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース 

 千葉県市原市立野 165-1  TEL 0436-66-4511 FAX 0436-66-5210 

2. ゴルフ規則 日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則および本競技のローカルルールを適用する。 

3. 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。 

4. 使用球の規格 『公認球リストの条件・規則付 I(c)1b』を適用する(ゴルフ規則 175 ページ参照)。 

5. 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』を適用する(ゴルフ規則 174 ページ参照)。 
6. キャディー 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)。 
※なお、プレー形式は共用のキャディーとなる。 

7. タイの決定 第 1 優先：個人ベストスコア順 
 第 2 優先：個人ベストスコアの「マッチング・スコアカード方式」 

8. 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。 
9. 参加資格 KGA 加盟正会員倶楽部 

選手はその倶楽部の会員(正会員、平日会員、家族会員)で学生、未成年者を除く女子(出生

時)アマチュアゴルファーとする。 
(1) 本年度、他地区連盟主催の女子倶楽部対抗競技に出場した者は、本競技への出場は認

めない。 
(2) 出場は 1 倶楽部からのみとする。複数倶楽部からの出場は認めない。 
(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。 
10.申込方法 KGA ホームページ(www.kga.gr.jp)で申し込みを受け付ける。 
11.出場選手 (1) 選手の構成 
     昭和 37 年(1962 年)12 月 31 日以前に誕生の者を 2 名以上含めること。 
      出場人数は後述の予選、決勝規定を参照のこと。 

(2) 選手の指名 
キャプテン会議で指名する。 
※各都県ごとに定められた出場人数を必ず指名し、その人数で出場すること。 
出場選手の 1 番の選手は昭和 37 年(1962 年)12 月 31 日以前に誕生の者とする。 
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(3) 選手の変更 
(ア) 選手変更は競技日 3 日前の午後 5 時までとする。 

(イ) 選手変更をする場合は開催倶楽部へ「選手変更届」を提出すること。 

(ウ) 選手変更は 3 名(3 回)までとする。 

(エ) 病気、事故等やむを得ない理由がある場合は、当該選手のスタート時間の 30 分前ま

でに「選手変更届」と「理由書」を競技当日各ブロックの競技委員長に提出し、承認を

得て変更することができる。 

12.競技方法  18 ホール・ストロークプレー 

上位 4 名の合計スコアにより順位を決定する。ただし、上位 4 名の中に昭和 37 年(1962 年)12
月 31 日以前に誕生の者を 2 名以上含めること。 
悪天候等で選手全員が終了できない場合、競技委員会は次の措置をとる。 
(1) 選手が全倶楽部とも 1 名ずつ終了している場合は、その 1 名のスコアを成績とする。 
(2) 選手が全倶楽部とも 2 名ずつ終了している場合は、その 2 名の合計スコアを成績とする。 
(3) 選手が全倶楽部とも 3 名ずつ終了している場合は、その 3 名の合計スコアを成績とする。 
(4) 選手が全倶楽部とも 4 名ずつ終了している場合は、その 4 名の合計スコアを成績とする。

ただし、昭和 37 年(1962 年)12 月 31 日以前に誕生の者を 2 名以上含めること。 
(5) 選手が全倶楽部とも 5 名ずつ終了している場合は、その 5 名の内上位 4 名の合計スコア

を成績とする。ただし、昭和 37 年(1962 年)12 月 31 日以前に誕生の者を 2 名以上含め

ること。 
※成績の対象となる選手が失格、棄権した場合、その倶楽部は失格とする。 

13.キャプテン会議 (1) 予選各ブロックおよび決勝ごとに開催し、次の事項を決定する。 
(2) 組合わせおよびスタート時間 
(3) 競技の条件およびローカルルール 
(4) 指定練習日 
(5) その他 

14.申込受付開始 3 月 6 日(火)午前 10 時 
15.申込受付締切 4 月 5 日(木)午後 5 時 
16.個人情報に関する同意内容 

参加者（倶楽部）は、参加申込に際し、KGA が取得する参加者の個人情報を次の目的の範

囲内で他に提供(公表)することについて、予め同意することを要する。 
(1) KGA が主催する競技の参加資格の審査 
(2) 競技の開催および運営に関する業務。これには、①参加者に対する競技関係書類(組合

わせ表等)の発送、②競技の開催に際し、競技関係者(報道関係者を含む)に対する参加

者の氏名、生年月日、所属(所属倶楽部)、その他選手紹介情報ならびに競技結果の公

表を含む。 
(3) 参加申込に際し、KGA が取得する参加者の個人情報と、その競技における結果の記録

の保存、ならびに競技終了後において必要に応じ、そのうち上記(2)②記載の公表事項

の適宜の方法による公表 
17.肖像権に関する同意内容 

参加者は、出場に際し、主催競技(競技会場における競技に伴う前後の行事等を含む)に関し

て、その中継・再映・報道・広報のため、あるいは KGA の目的に反しない範囲で利用するため

に、写真・テレビ・その他の各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編集物(適正範囲の

編集に限る)にかかる競技者の肖像権(収録物等にかかる競技者の氏名・肖像を展示・通信・放

送・上映により一般に公開し、あるいは貸与し、頒布するなどして他に提供する権利)を KGA に

譲渡することを、予め承諾することを要する。 
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《予 選》 
1. 参加料 1 倶楽部 105,000 円(消費税含む) 

倶楽部名で下記口座に振り込むこと。 
「三菱東京 UFJ 銀行 東京営業部 普通預金口座 No.0000380 関東ゴルフ連盟」 
(1) 参加料振込期限までに入金が確認できない場合は、競技への参加を認めない。 
(2) 申込締切後の参加取消しの場合、参加料は返金しない。 

2. 参加料振込期限 4 月 6 日(金)までに指定口座に入金しておくこと。 
3. ブロック分け方法 都県別に分けて実施する。 

1 ブロックの出場倶楽部数は原則として 30 倶楽部までとし、それを越えた場合は原則として 2
分割する(分割する方法については、申込締切後に発表する)。 
1 ブロックの出場倶楽部数が 8 倶楽部に満たない場合は、原則として他都県との合同開催とす

る。 
4. 出場人数 新潟、群馬、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川 ブロック ：5 名 

長野、山梨、茨城、静岡 ブロック ：6 名 
5. 予選通過倶楽部数 各ブロックの参加倶楽部数が     10 倶楽部までは 上位 2 倶楽部 

  11～15 倶楽部は 上位 3 倶楽部 
  16～20 倶楽部は 上位 4 倶楽部 
      21 倶楽部以上は 上位 5 倶楽部 までとする。 
決勝競技開催倶楽部は予選を免除する。 

6. 賞 各ブロック第 1 位 ペナント 
各ブロック決勝進出倶楽部 クォリファイ賞 
個人第 1 位 予選ベストスコア賞 
参加倶楽部 参加章 
※選手全員が 18 ホールを終了できなかった場合は予選ベストスコア賞の表彰はしない。 

7. 指定練習日 1 倶楽部 2 組以内(メンバー並み扱い)を原則とし、詳細はキャプテン会議で決定する。 

 

《決 勝》 
1. 参加料 1 倶楽部 52,500 円(消費税含む) 

倶楽部名で下記口座に振り込むこと。 
「三菱東京 UFJ 銀行 東京営業部 普通預金口座 No.0000380 関東ゴルフ連盟」 
(1) 参加料振込期限までに入金が確認できない場合は、競技への参加を認めない。 
(2) 申込締切後の参加取消しの場合、参加料は返金しない。 

2. 参加料振込期限 6 月 29 日(金)までに指定口座に入金しておくこと。 
3. 出場人数 4 名 
4. 賞 優勝 KGA 杯(レプリカ)、ペナント 

第 2 位～第 5 位 ペナント 
個人第 1 位 最優秀選手賞 
参加倶楽部 参加章 
※選手全員が 18 ホールを終了できなかった場合は最優秀選手賞の表彰はしない。 

5. 指定練習日 1 倶楽部 2 組以内(メンバー並み扱い)とし、詳細はキャプテン会議で決定する。 
6. 予備日 8 月 27 日(月) 


