
4.3a/1－グリーンリーディング資料の使用についての制限 

 

解釈の目的： 

規則4.3は、ゴルフはその成功がプレーヤーの判断力、技術、能力によって決まる挑戦するゲ

ームであるという原則に基づき、プレーヤーのプレーの援助となるかもしれない用具や機器

の使用を制限しています。この規則4.3の解釈は、グリーンを読むというプレーヤーの能力が

パッティング技術の本質的な一部であり続けるように、ラウンド中にプレーヤーがパッティ

ンググリーンの自分のプレーの線を読む支援として使うことができる詳細なパッティンググ

リーンマップや同様の電子的/デジタル資料のサイズと縮尺を制限しています。 

 

「この制限は次のストロークに適用されます： 

 パッティンググリーン上でプレーヤーが行うすべてのストローク。そして、 

 どこからであっても、プレーヤーの意図が球をそのパッティンググリーン上に止めようと

している場合に、パターで行うストローク。 

 

この「」内の情報はグリーンリーディング資料についての「よくある質問FAQ」からの引用

です。すべての「よくある質問FAQ」を閲覧するにはwww.usga.org/GRM.にアクセスしてく

ださい。」 

 

パッティンググリーンマップ 

プレーヤーはパッティンググリーンマップやその他のグリーン情報を使うことが認められま

すが、下記の制約があります： 

 パッティンググリーンの画像の縮尺は5ヤードに対して3/8インチ（1:480）以下に制限さ

れる（「縮尺の制限」）。 

 パッティンググリーンマップや画像を含む本やその他の紙は4 ¼インチ（10.8cm）×7イ
ンチ（17.8cm）を越えてはならない（「サイズの制限」）。ただし、1枚の紙に9ホール

（あるいはそれ以上）を表示している「ホールロケーションシート」は、単一のパッティ

ンググリーンの画像が縮尺の制限に適っていることを条件にそれよりも大きくてもよい。 

 プレーヤーが普段装着している度付き眼鏡やコンタクトレンズ以外でパッティンググリ

ーン情報を拡大することは認められない。 

 パッティンググリーンについて手描きやメモで書き入れた情報はサイズの制限に適った

本や紙にプレーヤーやそのキャディーが自分で書き込む場合にだけ認められる。 

  

電子的/デジタルのパッティンググリーンマップ 

電子的/デジタル形式においては、すべてのパッティンググリーン画像は上記の「縮尺の制限」

と「サイズの制限」に適っていなければなりません。電子的/デジタルのパッティンググリー

ンマップが上記の制限に従っている場合でも、プレーヤーが下記のようにこの制限の目的に

一致しない方法で機器を使う場合、そのプレーヤーは規則4.3の違反となります。 

 

 縮尺やサイズの制限を超えてグリーンの描写のサイズを拡大する。 

 プレーヤーの球の位置（あるいは推定位置）に基づく推奨されるプレーの線を提示する 

（規則4.3a(1)参照）。 



2019年 関東ジュニアゴルフ選手権 男子決勝競技
組み合わせおよびスタート時間表 於：紫カントリークラブ　すみれコース

(第1ラウンド　18ホール・ストロークプレー) 参加者数　15～17歳の部　98名
1番よりスタート 10番よりスタート 12～14歳の部　58名
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

平野 誠一 行田中3 大野 倖 千葉黎明高1 泊 隆太 高崎南八幡中3 富永 龍輝 鹿島学園高2

堀 鉄平 勝田一中2 廣川 雄大 正智深谷高2 金指 統哉 富士中3 中村 大聖 湘南学院高1

長谷川 瞬 青木中2 高橋 夢人 開志国際高3 金子 佳矢 早稲田実業中2 和田 洸夢 明秀学園日立高3

松岡 正士 代々木高3 石崎 拓海 埼玉栄高3

八木沢 浩心郎 足立九中1 三田 真弘 代々木高3 岩国 佑来 四街道中3 伊藤 敬星 代々木高3

平山 幸作 早稲田実業中3 黒木 健太 杉並学院高3 飯塚 結成 八街中2 平松 陸都 浜松日体高3

相原 涼汰 行田中3 難波 大翔 浜松日体高1 関根 東馬 大洗一中3 三浦 隆治 ルネサンス高1

阿出川 宗哉 立教池袋中3 長本 誠矢 佐野日大高1 井出 太陽 川上中3 小田 祥平 開志国際高1

斉藤 隼人 三郷彦成中3 鈴木 洸大 明秀学園日立高3 阪田 匠輝 広尾学園中3 関 駿斗 開志国際高2

吉田 攻輝 川越一中3 金子 拓馬 慶應志木高2 花村 秀太 諏訪南中2 寺辻 真生 正智深谷高3

新地 秀哉 相模中2 池田 悠太 作新学院高3 岩井 巧 富岡西中3 星野 豪汰 立教池袋高1

清水 拳斗 さいたま市立東浦和中2 佐藤 友哉 代々木高2 吉沢 己咲 北中3 永吉 冴綺 明大付中野高1

井上 笑慈 伊勢崎あづま中1 進藤 颯太 佐野日大高3 橋詰 海斗 栖吉中1 寺島 諒 沼津東高2

末広 大地 中条中3 竹原 佳吾 早稲田実業高1 伊藤 颯汰 青葉台中3 野沢 有希 日大三島高2

小松 潤 糀谷中3 林 恭平 湘南学院高2 東城 大翔 増穂中3 川﨑 智洋 湘南工大附属高3

佐藤 快斗 埼玉栄中2 丹羽 泰誠 浜松日体高1 星野 豪希 代々木中2 松本 拓人 埼玉栄高2

岩井 光太 川島中3 奥村 礼惟 拓大紅陵高2 長崎 直仁 蘇我中3 野﨑 晃聖 桐蔭学園高3

東 亜藍 大幡中3 芳崎 陽紀 法政二高2 板橋 隆佑 中村中2 高木 貞治 日大高2

清水 蔵之介 八坂中2 太田 智之 松商学園高3 亥飼 陽 滑川中2 西山 大翔 共愛学園高2

野寄 翼 御殿場原里中2 浅田 竜平 佐野日大高2 細谷 幹 水戸四中3 鈴木 遊大 松商学園高3

三橋 颯太朗 森村学園中3 山田 真輝 埼玉栄高3 本 大志 末吉中2 和田 歩 杉並学院高3

近藤 直杜 南希望ヶ丘中2 塚越 光玖 正智深谷高1 黒田 幸太郎 日大中3 小林 佑太朗 清水東高2

安孫子 大祐 清原中2 吉田 隼汰 日本ウェルネス高2 島貫 海輝登 逆井中3 町田 竜成 堀越高2

神田 悠貴 浜松日体中3 新垣 厚樹 浜松日体高2 佐藤 匠真 陵南中3 鈴木 慈音 クリスチャンアカデミーインジャパン高2

榎本 聖大 立教池袋中2 鈴木 佑生丸 浜松日体高2 隅内 雅人 水戸二中3 能登 祥太 埼玉栄高2

小林 翔音 東金町中2 塩塚 大夢人 代々木高1 常盤 和也 東中1 神谷 幸之介 駒場学園高1

熊谷 地陽 広陵中3 出水田 裕輝 杉並学院高3 中村 雄歩 新松戸南中3 勝俣 翔 拓大紅陵高3

清野 桜貴 城山中1 小室 敬偉 早稲田実業高2 志村 由羅 霞ヶ関中2 東城 幸翼 開志国際高2

板村 凌太 荏原一中3 菅野 義稀 拓大紅陵高2 杉原 歩樹 作新学院高3 岡部 開斗 佐野日大高3

澤田 竜成 第三亀戸中2 石森 健太郎 埼玉栄高3 中野 麟太朗 明大付中野高1 宮下 優輝 埼玉栄高1

大岩 慶尚 誉田中3 椎名 優介 代々木高3 水沼 勇太 松伏高3 中村 勇貴 拓大紅陵高3

池 由哉 白根北中2 山口 翔 日大一高3 山田 健悟 堀越高2

亥飼 台 日本ウェルネス高2 鈴木 聡馬 千葉黎明高2 加治屋 龍之介 堀越高3 大友 陽介 早稲田実業高3

片桐 悠佑 埼玉栄高3 上原 挑夢 共愛学園高2 鈴木 隆太 埼玉栄高2 田中 章太郎 日本ウェルネス高3

佐藤 卓郎 佐野日大高2 佐藤 翔太 埼玉栄高3 柏俣 結生 早稲田実業高1 榊原 麗 国学院久我山高3

比嘉 海人 佐久長聖高2 豊 太陽 千葉黎明高1 小林 大河 西武台千葉高1

小澤 翼 佐久長聖高2 大森 星夜 立正大付立正高3 市川 輝 日本ウェルネス高3 鄭 優星 千葉黎明高2

小林 龍生 千葉学芸高3 石川 巧 作新学院高1 本間 一太 埼玉栄高3 鵜瀬 璃久 立正大付立正高3

金田 卓己 拓大紅陵高3 坂田 一真 千葉黎明高1 小林 拳史郎 西武台千葉高2 小出 瞬輝 佐久長聖高3

田中 雄貴 目黒学院高2 麻生 悠人 中大附属横浜高2 田辺 虎 日大三島高3 山本 力輝 代々木高3

競技委員長 　内藤　正幸
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2019 年 関東ジュニアゴルフ選手権 決勝競技 男子 15～17 歳の部、12～14 歳の部 
 

開 催 日 ：7 月 24 日(水)25 日(木)26 日(金) 
開催コース ：紫カントリークラブ すみれコース 
 
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) 
(a) 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。 
(b) 3 番と 7 番ホールおよび 12 番と 13 番ホールの間の白杭を結んだ線を越えて止まった球は、他のホールでは

インバウンズとなるコースの別の部分に止まったとしてもアウトオブバウンズである。 
2. 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 
青杭を立て、白線で囲まれた区域。 

(b) 動かせない障害物 
(1) 排水溝 
(2) 距離標示用の人工のヤーデージマーク(距離標示用の杭を除く) 
(3) 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。 
(4) 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。 

3. プレー禁止区域 
16 番ホールにある青黄の縞杭を立て、白線で囲まれた区域(右側の神社)は、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。 
4. 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。 

5. 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 
6. 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 

7. 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 ：3 回の短いサイレン 
プレーの再開 ：2 回の短いサイレン 
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。 



8. 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 

9. 移動 
プレーヤーやキャディーは動力付きの移動機器に乗車してはならない。ただし、委員会が認めた場合や、事後承

認された場合を除く。ストロークと距離の罰に基づいてプレーする(あるいはプレーした)プレーヤーは常に動力付

きの移動機器に乗車して移動することが承認される。 
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。違反がプレーするホ

ールとホールの間で起きた場合、罰は次のホールに適用する。 
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 6 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。 

※使用クラブは、アイアンのみとする。 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※12 番ホールの距離 

 15～17 歳の部 480 ヤード 
  12～14 歳の部 455 ヤード 

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

Yards 415 426 463 523 435 181 579 221 386 3629

Par 4 4 4 5 4 3 5 3 4 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
480 / 3604 / 7233 /

455 3579 7208

4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 71

428 441 572423 172 425 451 212



2019 年 関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技 注意事項 
(紫カントリークラブすみれコース) 

 
指定練習日、競技日とも下記注意事項を厳守すること 
※悪天候による中止等、競技に関する情報は(一社)関東ゴルフ連盟(KGA)ホームページに掲載します。 
 

(1) 指定練習日から猛暑でのプレーが 4日間続きます。熱中症対策等、健康管理

には充分注意してください。体調が悪くなった場合は無理をせず早めに申し出てください。 
(2) 欠場の連絡 

KGA 事務局(03-6278-0005)または、紫カントリークラブすみれコース(04-7124-1166)に連絡すること。 
無断欠場は厳重に処分します。 

(3) 競技参加料 
5,400 円(税込)。第 1 ラウンド終了後、プレー代と合わせてフロントで支払うこと。 

(4) 第 3 ラウンド進出者数、日本ジュニア進出者数 
KGA ホームページおよび会場の掲示で発表する。 
第3ラウンドは18ホールを続けてプレーすること。軽食等の準備はありません。各自で準備してください。 

(5) プレーオフ 
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。 
(6) 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。 
(7) 服装等の規定 

・ ゴルフ場への入退場時は、制服またはブレザーを着用すること。 
・ メタルスパイクの使用は禁止とする。 
・ クラブハウス内へのキャディーバッグの持ち込みは厳禁です。キャディーバッグはクラブハウス入場前

にクラブハウス外周を通ってキャディーバッグ置き場に置き、その後、クラブハウス正面に戻って入場

すること。退場時も、同様の手順でキャディーバッグを持ち帰ること。 
・ ゴルフシューズを履いたまま入退場しないこと。 
・ えり付きのシャツ(ハイネックシャツは禁止)を着用し、シャツのすそは外に出さないこと。 
・ 半ズボンを着用する場合は、必ずくるぶしが隠れるソックスを着用すること。 
・ カーゴパンツの着用は禁止とする。 
・ コース内では帽子を必ず着用すること。クラブハウス内では脱帽すること。 

(8) 指定練習日 
・ 7 月 23 日(火) 

申し込みは必要ありません(全員参加)。欠場する場合のみ KGA 事務局に連絡すること。ただし、指

定練習日当日の連絡は紫カントリークラブすみれコースにすること。 
・ プレー形式は、共用のキャディーとなります。また、1 ラウンド限定です。 
・ 組み合わせは KGA ホームページに掲載します。 
・ 選手のみとします。選手以外のプレーヤーの同伴はできません。 
・ 複数球プレー(練習球のプレー)は厳重に処分します。絶対にしないこと。 



・ 学校の公式行事(登校日、試験日など)により、指定練習日にプレーができない場合は、学校が発行

する証明書と理由書を KGA 事務局へ提出し、申し出てください。他の日(平日のみ)にプレーできる

場合があります。 
(9) 練習施設 (別紙「競技の条件」下の注意事項参照) 

・ ホールアウト後は、最終組ホールアウト時刻の 30 分後まで使用することができます。 
・ 練習パッティンググリーンでは、長時間同じ場所からの練習や、練習パッティンググリーン上での会話

は慎むこと。 
・ 第 3 ラウンドは、第 3 ラウンド進出者のみ利用することができます。 

(10) クラブバス 
平常通り運行します。詳細は紫カントリークラブホームページで確認してください。 

(11) 【重要】ゴルフ場利用税非課税措置の手続き 
・ 受付時に指定の用紙に必要事項を記入すること。 
・ 学生証の提示は必要ないが必ず携帯していること。 

(12) オープン時間 
指定練習日 ：クラブハウス、レストラン、練習場とも 6：30 
第 1、第 2R ：           〃 6：00 
第 3R ：           〃 6：30 

(13) 表彰式 
第 3 ラウンド終了後に行います。第 3 ラウンド出場者は必ず出席すること。 
表彰式終了後、対象者に日本ジュニアゴルフ選手権の申込書を配布します。 

(14) その他 
・ プレー代概算(競技日、指定練習日)：12,000 円(4 バッグ、食事別) 

精算は各日行うこと(学校等への請求書扱いはできません)。ロッカーは毎日変わります。 
・ 食事の持ち込みは出来ません。昼食はクラブハウスレストランで取ること。 
・ 浴室はシャワーのみ利用できます。 
・ クーラーボックスを持ち込む場合は、必ず指定場所(運転手控室前)に置くこと。 
・ 携帯電話の使用は駐車場のみとします。 
・ キャディーバッグは、倶楽部では原則預からないので各自持ち帰ること。 
・ 欠場者が出た場合、組み合わせおよびスタート時間を変更することがあります。 
・ 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。 
・ 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(競技の条件 7 項参照)。落ち着いて直ちに避難してください。 
・ ルール等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。事後のクレームは一切認め

ない。 
  



≪ギャラリーの皆様へお願い≫ 
 

 指定練習日から猛暑でのプレーが 4 日間続きます。ジュニアの体調管理には

充分ご注意ください。 
 

 服装や携帯電話など、選手と同様に注意事項をお守り頂き、競技委員や現場

スタッフの指示にしたがってください。お守りいただけない場合はご退場いた

だく場合があります。 
 

 各日フロント前のギャラリー受付で署名してリボンを受け取り、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。 
 

 コース内入場は、1 番 10 番 17 番ティーイングエリア周辺および 9 番 12 番 18
番グリーン周辺のみとします。 
 

 クラブハウスには入場することができます。 
レストランは利用できますが、ギャラリー席をご利用ください。 
 

 カメラ等撮影器具の持ち込み、撮影は禁止します。また、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。 
 

 携帯電話の使用はご遠慮ください。 
 

 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)。 
 

 事故、ケガに対しては責任を負いません。 


