
平成 26 年度 関東ジュニアゴルフ選手権男子決勝競技参加者 注意事項 

（相模原ゴルフクラブ・東コース） 

 

次記の注意事項を厳守の上参加すること。【競技日、指定練習日、共通事項】 

 

問い合わせ先：関東ゴルフ連盟（ＴＥＬ：03-6278-0005）担当 栗原 

 

1. 入場   ：制服を着用 のこと（私服の場合はブレザー着用）。ゴルフシューズでの入退場は厳禁とする。 

【競技日、指定練習日】 

※キャディーバッグはクラブハウス入場前に、各自クラブハウス正面の左側を通りキャディー

バッグ置き場の氏名と同じ場所に置くこと。キャディーバックを置いた後、クラブハウス正面

より入場し受付を行うこと。退場時も、精算終了後に同じ通路を使用してキャディーバック

を持って帰ること。クラブハウス内へのキャディーバッグの持ち込みは終日厳禁とする。 

【指定練習日のみ】 

・手引きカート使用者は、キャディーバッグ置き場付近の邪魔にならない場所に置くこと。 

・ハーフターン時、プレー終了後も入場時と同様の場所にキャディーバッグを置くこと。 

2. ドレスコード  ：襟付きシャツ（裾をズボンに入れること）を着用すること。 

：帽子を必ず着用すること（サンバイザー着用不可）（但しクラブハウス内では脱帽）。  

：【サングラスの着用：不可】但し、医療用は事前にＫＧＡまで書類を提出した場合は可とする。 

：【機能性アンダーウェアの着用：可】 

：【半ズボンの着用：可（ハイソックスを着用すること）】 

・上記以外は、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 ：倶楽部内への食べ物の持ち込みはマナー、衛生面上厳禁とする。 

コンペルーム相模原以外での飲食は厳禁とする。特にロッカーでの飲食は禁止する。 

4. クラブハウス内立入箇所 ：選手の食事、待機、休憩は、クラブハウス内は、2Ｆコンペルーム相模原のみとする。 

 他ハウス内（2Ｆ食堂、ラウンド等）での食事、待機、休憩は禁止する。 

 また、トイレは、1Ｆを利用すること。 

5. プレー代  【競技日】 

：約 9000 円（税込）4 バッグ≪食事、練習ボール、売店代は別≫ 

 ・ゴルフ場利用税非課税措置の減税済み料金 

※満 18 歳の選手は、上記金額にゴルフ場利用税が別途かかるので注意すること。 

・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。） 

【指定練習日】 

：約 5000 円（税込）≪食事、練習ボール、売店代は別≫ 

・ゴルフ場利用税非課税措置の減税済み料金 

 ※満 18 歳の選手は、上記金額にゴルフ場利用税が別途かかるので注意すること。 

・キャディー：なし（ゴルフバッグの運搬は各自が行う。）持参の手引きカート使用可 

    【競技日、指定練習日共通】 

・精算：各日精算（請求書扱い、複数日をまとめての精算は不可） 

・ロッカー：各日番号が異なる。 

6. 決勝競技参加料 ：料金：5,400 円（税込） 

・第 1 ラウンド終了後のプレー代金の精算時に併せて倶楽部へ支払うこと。 

   



7. ゴルフ場利用税非課税措置に関する手続きについて 

：朝フロントでの選手受付時の用紙に必要事項を記入すること。 

・書類の提出、学生証の提示は必要ないが、学生証は必ず携帯していること。 

8. オープン時間  ：【競技日】（第 1、2、3Ｒ共通） 【クラブハウス 6：30】【レストラン 6：30】【練習場 6：30】 

：【指定練習日】  【クラブハウス 7：00】【レストラン 7：00】【練習場 7：00】 

9. 朝食・昼食  ：【競技日、指定練習日共通】利用可（1,000～1,500 円程度） 

・第 3 ラウンドは、1 番 10 番スタートとも 18 ホールを続けてプレーとするので注意すること。 

10. 売店   ：【競技日】ハウス内、コース内とも営業する。 

【指定練習日】ハウス内：営業する ・ コース内：営業しない 

11. 浴室の使用  ：【競技日、指定練習日共通】シャワーのみ利用可 

・タオル、バスタオルの貸出しは行う。 

・朝の浴室、脱衣場への入室は禁止する。 

12. 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。） 

13. ゴルフクラブの保管 ：ゴルフ場では、預からないので各日必ず持ち帰ること。 

14. クラブバス  ：【競技日】平常通り運行する。 詳細は、相模原ゴルフクラブホームページで確認すること。 

【指定練習日】運行しない。 

15. 第 3 ラウンド進出者数 ：7 月 25 日（予定）にＫＧＡホームページ掲載、及び選手への組み合せ発送とともに発表する。 

・第 3 ラウンドは、1 番 10 番スタートとも 18 ホールを続けてプレーすること。 

16. 第 1 位がタイの場合 ：即日委員会の指定するホールにおいてホールバイホールのプレーオフを行い優勝者を決 

定する。なお 3 名以上でプレーオフが行われる場合、優勝者以外のプレーヤーは 2 位タイ 

とする。  

17. 指定練習日  ：日時：7 月 29 日（火） 

：予約：全員出席として予約とするので、ゴルフ場、ＫＧＡへの連絡は必要ない。 

・欠場の場合のみＫＧＡまで連絡すること。 

：組み合せ：ＫＧＡで決定する。（スタート時間、組み合せ等は選択できない。） 

※詳細は、別紙指定練習日組み合せ表で確認すること。ＫＧＡホームページにも掲載する。 

・スタートの 15 分前には、必ずティーインググラウンド付近に待機すること。 

・1 人 1 ラウンド限定とし、2 球以上のプレーは禁止する（違反した場合は出場停止とす 

る場合がある）。 

・キャディー：なし（ゴルフバッグの運搬は各自行う） 

・手引きカートの使用は可とする（電動は不可）。貸し出しは一切行わない。 

 但し、コースコンディションによっては、使用禁止する場合もある。 

・芝生保護のためキャディーバッグは、ティーインググラウンドに置かないこと。 

・ラウンドは選手のみで、一般プレーヤーの同伴は認めない。 

・指定練習日以外のプレーは不可とする。 

18. 欠場の連絡  ：【競技日、指定練習日共通】ＫＧＡまで連絡すること。 

・当日欠場の場合は、スタート前までに直接倶楽部に連絡すること。 

・競技日、指定練習日ともに無断欠場は認めない（無断欠場の場合は、厳重に処分する）。 

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

20. 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。 

21. 表彰式  ：第 3 ラウンド競技終了後行う。 

・第 3 ラウンド出場者は、必ず全員出席すること。 

   



・表彰式後日本ジュニア選手権の申込用紙を配布するので対象者は必ず残っていること。 

22. スコアカード  ：【競 技 日】 指定のカードを使用し、スタート時に配布する。 

：【指定練習日】倶楽部の通常営業のものを使用すること。 

23. プレー中は ルールブック（2014 年度版）と目土袋、スコップ を常に携帯すること。 

24. ルールその他で疑問が生じたときはすみやかに競技委員に報告すること。事後のクレーム等については一切認めない。 

25. 練習場について ：【打撃練習場】（有料） 

・クラブ制限：【競技日、指定練習日共通】アイアンのみ 

・打席：関東ジュニア指定の打席のみ使用すること。 

・コイン購入：スタート前は練習場。ホールアウト後はフロント。 

・利用時間：スタート前→【競技日、指定練習日共通】利用可（1 コイン 30 球） 

ホールアウト後 

→【競技日】最終組ホールアウト時刻の 30 分後まで利用可 

     但し、最終組ホールアウト時刻が 16：30 以降の場合は 17：00 まで 

          →【指定練習日】利用不可 

：【アプローチ、バンカー練習場】 

 ・【競技日、指定練習日共通】終日利用不可 

：【指定練習パッティンググリーン】 

・利用時間：スタート前→【競技日、指定練習日共通】利用可 

ホールアウト後 

→【競技日】最終組ホールアウト後の 30 分後まで利用可 

       但し、最終組ホールアウト時刻が 16：00 以降の場合は 16：30 まで 

          →【指定練習日】16：30 まで利用可 

：第 3ラウンド当日の練習場使用は、第 3ラウンド出場選手のみ利用可。ホールアウト後は不可 

26. ゴルフシューズ制限 ：なし（但し、ソフトスパイク推奨） 

27. 日本ジュニアゴルフ選手権競技進出者数について（8 月 20 日、21 日、22 日霞ヶ関カンツリー倶楽部） 

7 月 25 日（予定）にＫＧＡホームページ掲載、及び選手への組み合せ発送とともに発表する。 

28. 目土袋、スコップ、傘、雨具等の貸し出しは行わない。 

29. 宿泊希望者は各自インターネット等で調べて手配すること。 

30. 宅急便の利用は不可とする。 

31. 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。 

32. クーラーボックスの設置 ：【競技日】マスター室付近の指定場所のみ可とする。 

 【指定練習日】不可 

33. ※競技中に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ります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

≪ギャラリーについて≫ 

 

【指定練習日】 

定休日のため、ハウス内、コース内とも入場不可 

 

 

 

【競技日】 

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、ご観戦をお断りしたり、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 ：各日フロント前のギャラリー受付を行ってください。 

指定の用紙に必要事項を記入しリボンを見える箇所に付けてください。リボンの色は毎日変わります。 

原則受付時以外クラブハウス内には入れませんので、受付終了後は、クラブハウス正面左側からコー 

スへお進みください。 

・入場観戦場所 ：【クラブハウス内】立入不可（但し 1 階トイレのみ可。マスター室前入口から入場ください。） 

    【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可です。 

・食 事 ：ギャラリーの方の食事の準備はございません。また食べ物の持込も禁止します。 

・カ メ ラ ：カメラ等撮影器具の持ち込み、撮影は禁止します。 

・携 帯 電 話 ：駐車場のみ使用可です。クラブハウス内、コース内での利用はご遠慮ください。 

 

※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。 

   



相模原ゴルフクラブ ドレスコードについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ご来場時、プレー時及びプレー後の服装は、本書に記載の通り決定しております。 

 

1. ご来場時並びにプレー後は上着(ブレザー・背広)を着用。ブルゾン、ジャンパー、シャツ型ジャケット

等は不可。 

2. クラブ内及びプレーの際は襟付スポーツシャツを着用。(シャツの裾はスラックスの中に入れる事)な

お、女性のオーバーブラウス型は例外とする。但し、腹部(おへそ)が出るような短いものは不可。 

3. 男性がショートパンツ(半ズボン)での来場及びプレーの際は膝丈のハイソックスを着用。 

4. ブルージーンズ、カーゴパンツ及び迷彩柄のウエアは不可。 

5. ハイネックやジップアップシャツは襟高 4cm 以上のものを着用。 

6. アンダーウエア(ハイテク素材を含む)、スパッツ・レギンス類、レッグウォーマーが外に見えるような着

用は不可。但し、長袖アンダーウエア、アームカバーは除く。 



関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技 
選手 各位 

 
 
 

■食べ物のクラブハウス内持ち込み禁止の件 
別紙注意事項にも記載のとおりマナー、衛生面上からも 倶楽部内への食べ物の持ち

込みは厳禁です。 
また、ロッカー等での飲食は禁止です 。指定箇所以外で飲食をした場合、ただちに退

場頂く場合もあるので、注意すること。 
 
 
 
■キャディーの件 
ジュニアゴルファーとして、目土は、各自持参した目土袋を使用すること 。また、ゴルフ

クラブは自らカートまで取りに行く等キャディーに頼らず、セルフプレーを心がけてくだ

さい。 
 
 
 
■ゴルフバッグの運搬の件 
今年度決勝競技は、ゴルフバックの運搬は、キャディーが行います。 
（但し、男子指定練習日は除く） 
 
 
 
■JGA ジュニア会員 ・ NEW J-sys 登録の件 
関東ジュニアゴルフ選手権は、『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。 
『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。 
確認は、『ＪＧＡジュニア会員証』で確認すること。 
継続手続きは、下記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。 
 
 

 


