
令和 1 年 9 月 13 日 

 

関東女子シニアゴルフ選手権決勝競技 

 出場選手  各位 

 

一般社団法人関東ゴルフ連盟 

競技委員長 内藤 正幸 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は連盟競技に多数お申し込み頂き厚く御礼申し上げます。 

さて、9 月 18 日、19 日に予定しております関東女子シニアゴルフ選手権決勝競技ですが、

開催コースである袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コースが、台風 15 号により甚大な被害を受

けており、予定通りの競技開催を断念せざるを得ない状況となりました。 

これにより下記の通り日程を変更して開催することとしますのでご通知いたします。 

敬具 

記 

1. 開催日 10 月 1 日(火)・・・1 日のみ。18 ホール・ストロークプレー 

2. 会 場 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース 

3. 指定練習日 9 月 30 日(月) 

予約は 9 月 17 日から 9 月 27 日まで KGA 事務局で受け付けます(℡

03-6278-0005 受付時間：平日午前 10 時～午後 5 時 担当：尾作、畑)。 

4. 組み合わせおよびスタート時間 

9 月 18 日に予定していたものをそのまま使用します。 

5. 欠場する場合 KGA 事務局(03-6278-0005)に連絡してください。 

尚、欠場する場合、参加料は返金いたします。 

6. その他  悪天候等により 10 月 1 日も競技を行えない場合は本競技は中止といた

します。 

その場合、日本女子シニア出場有資格者は、下記の通り決定します。 

・関東の割当数である 40 名について 

① 関東女子シニアゴルフ選手権決勝シード選手 9 名を推薦する。 

② 上記①を除く 31 名については予選競技の成績上位者を推薦する。

タイが生じた場合はマッチング・スコアカード方式により決定す

る。 

尚、予選競技は 4 会場にて行われているため各会場の出場人数に

より 31 名を按分する。 

以上 



2019年 関東女子シニアゴルフ選手権決勝競技
組み合わせおよびスタート時間表 於：袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース

(第1ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　144名
1番よりスタート 10番よりスタート
組 時間 　 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 組 時間 氏名 所属 組 時間 氏名 所属

濱田 隆子 鶴舞 上村 ひろみ 東筑波 兎澤 由美子 一の宮 星野 アツ子 富里

濱野 道子 浦和 才津 智美 ニッソー 橋本 智代 ノーザン錦ヶ原 折茂 由美子 鹿沼

栗田 いずみ 秦野 和田 朋子 ノーザン錦ヶ原 原田 町子 習志野 原口 莉絵子 彩の森

尾畑 満紀子 三島 古澤 久絵 武蔵松山 南雲 真理 箱根 中山 慶子 紫雲

藤本 美子 中津川 小川 美恵子 成田東 香取 敦子 佐原 谷口 千栄子 平塚富士見

川上 環 ユニオンエース 小林 美穂 芙蓉 渡邊 初節 富士レイクサイド 林 香里 河口湖

伊藤 寿美代 皆川城 長野 恵美子 太平洋・御殿場 小坂 順子 千葉 高橋 寿子 皐月･鹿沼

林 恵子 総武 本多 美峰 カレドニアン 松本 京子 本厚木 畑中 朝子 東京湾

小泉 恵子 総武 高井 文子 中峰 前山 久美子 富士小山 久保田 成美 ザ ナショナル・千葉

関根 奈穂美 セントラル 松尾 智恵 平川 近藤 京子 ギャツビイ 林 純花 スカイウェイ

伊藤 結花 千葉 鈴木 春美 富里 長谷川 浩子 京 平田 悦子 カレドニアン

黒木 蘭 東千葉 新谷 益代 甲斐駒 鈴木 順子 房総 今井 君子 船橋

露木 直子 袖ヶ浦 神戸 幸子 相模野 平林 春芳 富士御殿場 落合 麻紀 津久井湖

松木 麻子 紫雲 池本 直美 オーク・ヒルズ 三橋 京子 浜松シーサイド 入野 己弥代 富士宮

新井 美奈子 岡部チサン 小島 範子 マナ 大谷 伊利子 鹿沼 宮本 芳美 JGM セベバレステロス

尾崎 博子 太平洋・佐野ヒルクレスト 田村 幸子 紫雲 内藤 圭子 ノーザン錦ヶ原 山元 珠美 佐原

末石 泰子 千葉夷隅 篠塚 美幸 富里 菅谷 直子 千葉夷隅 渡邉 留美子 セゴビア

田羽 美津衛 宍戸ヒルズ 楠本 和子 平塚富士見 秋元 喜美代 石坂 山田 眞理子 鶴舞

久保田 信子 美浦 金子 弥生 相模原 吉田 孝子 藤ヶ谷 伊藤 ひろみ 小田原･日動御殿場

柿沼 美佐子 アスレチックガーデン 小森 幸恵 ニュー・セントアンドリュース 宇梶 敦子 芳賀 君塚 桂子 八幡

鯉沼 良美 東松苑 山口 加津子 相模原 井上 春美 三島 田口 貴美子 相模原

西村 治美 東名厚木 横山 亜弥子 浦和 楢松 千香子 石坂 古市 福栄 クリアビュー

栁澤 優子 大秦野 角田 里子 鹿沼 千島 綾子 彩の森 横山 淳子 新千葉

河西 裕子 オリムピック 平野 いずみ 南摩城 水上 由美子 鶴舞 加藤 理刈 平塚富士見

白 貞伊 カレドニアン 内藤 真里 ロイヤルスター 伏見 まり 東名 原 慈子 皐月･佐野

北村 由希子 江戸崎 横江 淑美 江戸崎 横山 初枝 岡部チサン 荒木 幸恵 大厚木

松原 元美 富士 松山 菜穂子 習志野 丸山 久美子 鳩山 武田 妙子 水戸グリーン

荒木 まき子 狭山 後藤 弥生 京 池田 成美 東千葉 飯室 浩子 白帆

坂本 なおみ 総武 村上 喜代子 京 田中 真弓 成田東 金子 純 水戸

山口 久美 東京湾 鏑木 友子 成田東 豊崎 幸子 かすみがうら 森島 眞知子 飯能

今井 啓子 白鳳 梶谷 春美 飯能グリーン 長尾 説子 成田GC 髙橋 道代 宍戸ヒルズ

堀田 実佐子 成田東 秋谷 美樹 習志野 小澤 千恵子 白水 永井 清子 小幡郷

田谷 千秋 平塚富士見 窪田 和子 中津川 仲田 貴志美 本千葉 榎本 紀代美 皆川城

カヤット朱美 中田 袖ヶ浦 横川 亜希子 扶桑 古澤 美保 カレドニアン 金井 佳代 青梅

鈴木 瑞枝 東京カントリー 猪野 智子 浦和 青木 理恵 東名 小川 志緒 川越

青木 麻里 鳩山 森山 明子 石坂 佐藤 みゆき 姉ヶ崎 小池 晶代 白水

競技委員長 　内藤　正幸

35 9:54

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

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

33 9:36

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

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

31 9:18

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

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

29 9:00

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

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

10月1日(火)

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



2019 年 関東女子シニアゴルフ選手権 決勝競技 

 
開 催 日 ：10 月 1 日(火) 
開催コース ：袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース 
 
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、「一般の罰(2 罰打)」となる。 
 

ローカルルール 
1. アウトオブバウンズ(規則 18.2) 

アウトオブバウンズは白杭のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。 
2. ペナルティーエリア(規則 17) 

7 番ホールにあるペナルティーエリアの中に球がある場合(見つかっていない球がそのペナルティーエリアに止ま

ったことが分かっている、または事実上確実である場合を含む)、プレーヤーには次の選択肢があり、それぞれ 1 罰

打で： 
 規則 17.1 に基づき救済を受ける。または、 
 追加の選択肢として、元の球か別の球をドロップゾーンにドロップする。このドロップゾーンは規則 14.3 に基づ

く救済エリアである。 
3. 異常なコース状態(動かせない障害物を含む)(規則 16) 

(a) 修理地 
(1) 青杭を立て、白線で囲まれた区域。 
(2) グリーンの前後を含み、フェアウェイの芝の長さかそれ以下の区域にあるヤーデージマーキングペイント(ス

タンスへの障害は除く)。 
(b) 動かせない障害物 

(1) 排水溝 
(2) 複数の動かせない障害物が接している場合、それらはひとつの動かせない障害物として扱われる。 
(3) 動かせない障害物と白線でつながれている区域は、その動かせない障害物の一部として扱われる。 

4. プレー禁止区域 
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区域であり、異

常なコース状態として扱われる。規則 16.1f に基づき、そのプレー禁止区域による障害からの罰なしの救済を受け

なければならない。ただし、スタンスにだけ障害となる場合は、そのままプレーすることもできる。 
5. 不可分な物 

以下の物は不可分な物であり、無罰の救済は認められない。 
ペナルティーエリア内にある人工の壁や杭でできた構造物。 

6. クラブと球の規格 
(a) ストロークを行うために使うドライバーは R&A が発行する最新の適合ドライバーヘッドリストに掲載されている

クラブヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでなければならない。 
(b) ストロークを行うとき、プレーヤーは 2010 年 1 月 1 日に施行された用具規則の溝とパンチマークの仕様に適

合するクラブを使わなければならない。 
(c) ストロークを行うときに使用する球は R&A が発行する最新の適合球リストに掲載されていなければならない。 

このローカルルールの違反に対する罰：失格 
7. ゴルフシューズ 

ラウンド中、プレーヤーは下記の特徴を持つシューズを履いてはならない： 
伝統的なスパイク－すなわち、地面を深く貫くようにデザインされた 1 つあるいは複数の鋲を有するスパイク(メタル

製、セラミック製、プラスチック製、その他の材質かは問わない)。 
このローカルルールの違反に対する罰：規則 4.3 参照 

8. プレーの中断と再開(規則 5.7) 
(a) 即時中断(落雷等、切迫した危険がある場合) 

委員会がプレーの即時中断を宣言した場合、すべてのプレーヤーは直ちにプレーを止めなければならず、

委員会がプレーを再開するまでは別のストロークを行ってはならない。 
このローカルルールの違反に対する罰：失格 
即時中断中は、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、失格と

することがある。 



(b) 通常の中断(日没やコースがプレー不能) 
規則 5.7b､c､d に従って処置すること。 

(c) プレーの中断と再開の合図 
即時中断 ：1 回の長いサイレン 
通常の中断 ：短いサイレンの繰り返し 
プレーの再開 ：1 回の長いサイレン 
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。 

9. 練習 
(a) ホールとホールの間、プレーヤーは次のことをしてはならない。 

終了したばかりのグリーンやその近くで練習ストロークを行う。または、終了したばかりのグリーンの表面をこす

ったり、球を転がすことによってグリーン面をテストする。 
(b) プレーヤーはラウンドとラウンドの間にコース上で練習してはならない。 

このローカルルールの違反に対する罰： 
最初の違反の罰 ：一般の罰（プレーヤーの最初のホールに適用される） 
2 回目の違反の罰 ：失格 

10. キャディー 
プレーヤーはラウンド中に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ってはならない。 
このローカルルールの違反に対する罰：違反があった各ホールに対して一般の罰を受ける。違反がホールとホー

ルの間で起きたり、ホールとホールの間まで続く場合、プレーヤーは次のホールで一般の罰を受ける。 
 

競技の条件 
1. 参加資格 

プレーヤーは「競技規定」で定められる参加資格を満たしていなければならない。 
2. スコアカードの提出 

スコアリングエリア方式を採用する(プレーヤーの両足がエリアから出た時点をもって提出されたものとみなす)。 
3. 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. ローカルルール 7 項において規制されるシューズ以外でも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. プレーヤーにエチケット違反、または非行があった場合には「行動規範」に基づいて制裁を受けることがある。また

重大な非行があった場合には規則 1.2a および 20.2 に基づいて失格とする場合がある。 
3. 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(24 球)を限度とする。 
4. アプローチ・バンカー練習場は、自己の球を使用すること(1 人 5 個まで)。 

 
競技委員長 内藤 正幸 

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

Yards 481 316 333 140 304 154 471 319 331 2849

Par 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL

449 141 341 350 346 326 342 156 434 2885 5734

5 3 4 4 4 4 4 3 5 36 72



2019 年 関東女子シニアゴルフ選手権決勝競技 

(10 月 1 日、延期開催 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース) 

出場選手  各位 

1. 第 1 位がタイの場合は、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。 

2. 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。 

3. 指定練習日は 9 月 30 日とする。予約は KGA 事務局で受け付ける(℡03-6278-0005 受付時間：平日午前 10

時～午後 5 時 担当：尾作、畑)。指定練習日は、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)。また、選手のみで一般プレーヤーの同伴は認めない。 

4. クラブハウス、レストラン、練習場は 6：00 にオープンする。 

5. 欠場する場合は、KGA 事務局に連絡すること。無断欠場の場合は本年 KGA 主催競技および来年本競技の出

場を停止する。 

6. 本競技の上位 40 名に本年日本女子シニアゴルフ選手権競技(10 月 31 日～11 月 1 日 広島カンツリー俱楽部 

西条コース)の出場資格を付与する。通過者にタイが生じた場合は、マッチング・スコアカード方式により通過者を

決定する。また、シード選手が上位 40 名に入った場合、次位の者は繰り上げない。 

[マッチング・スコアカード方式] 

①最終ラウンドのスコア、②最終ラウンドの 10 番から 18 番ホールの合計スコア、③最終ラウンドの 13 番から

18 番ホールの合計スコア、④最終ラウンドの 16 番から 18 番ホールの合計スコア、⑤最終ラウンドの 18 番ホ

ールのスコア、⑥最終ラウンドの 4 番から 9 番ホールの合計スコア、⑦最終ラウンドの 7 番から 9 番ホールの

合計スコア、⑧最終ラウンドの 9 番ホールのスコアの順で決定する。上記の方法でも決まらない場合は、⑨委員

会によるくじ引きで決定する。尚、くじ引きの際、当該選手不在の場合は委員会が代理でくじ引きをします。 

7. メタルスパイクの使用は禁止とする。 

8. クラブハウス入場時は上着を着用すること。 

カーゴパンツの着用、男性ギャラリーのシャツの裾出しは禁止とする。 

また、指定練習日、競技日とも開催倶楽部のドレスコードを厳守すること。 

9. コース内およびレストラン内での携帯電話の使用は禁止とする。 

10. ギャラリーは、来場時にギャラリー受付にて受け付けをし、リボンを付けること。 

コース内入場は1番10番ティーインググラウンド周辺および9番18番グリーン周辺のみとする。 

クラブハウスには入場することができる(レストランは利用可)。 

11. クラブバスは運行しない。 

12. 本競技のスコアは「トーナメントスコア」として KGA で一括して NEW J-sys に登録します。所属倶楽部・団体もしく

はプレーヤー本人が登録されないようご注意ください。 

13. J アラート(全国瞬時警報システム)や緊急速報メール等により緊急情報が伝えられた場合はプレーの即時中断と

します(ローカルルール 8 項参照)。落ち着いて直ちに避難してください。 

14. 悪天候等により 10 月 1 日も競技を行えない場合は本競技は中止とします。 

その場合、日本女子シニア出場有資格者は、下記の通り決定します。 

・関東の割当数である 40 名について 

① 関東女子シニアゴルフ選手権決勝シード選手 9 名を推薦する。 

② 上記①を除く 31 名については予選競技の成績上位者を推薦する。タイが生じた場合はマッチング・

スコアカード方式により決定する。 

尚、予選競技は 4 会場にて行われているため各会場の出場人数により 31 名を按分する。 

 

※悪天候による中止等、競技に関する情報は KGA ホームページに掲載します。 

※乗用カート乗車時は、必ずアームレストにつかまる等、安全に配慮してください。 


