
主　催
後　援

◎ 予 選
期日および開催場所

＜男子15歳～17歳の部＞

平成19年7月23日（月）日高カントリークラブ　東・西・南コース
  埼玉県日高市高萩1203 TEL  0429-89-1311

　　　　7月23日（月）茨城ゴルフ倶楽部　東・西コース
　茨城県つくばみらい市小島新田 TEL  0297-58-1216

　　　　7月23日（月）程ヶ谷カントリー倶楽部
　神奈川県横浜市旭区上川井町1324 TEL  045-921-0115

　　　　7月17日（火）紫カントリークラブ・すみれコース
　千葉県野田市目吹111 TEL  04-7124-1166

 　　　 7月24日（火）富士小山ゴルフクラブ
　静岡県駿東郡小山町大御神894-1 TEL  0550-78-0111

＜男子12歳～14歳の部＞

平成19年7月23日（月）藤ヶ谷カントリークラブ
　千葉県柏市泉2348 TEL 04-7191-4161

　　　　7月23日（月）嵐山カントリークラブ
　埼玉県比企郡嵐山町鎌形1146 TEL 0493-62-2355

＜女子15歳～17歳・12歳～14歳の部＞

平成19年7月23日（月）鎌ヶ谷カントリークラブ　東・中・西コース
　千葉県鎌ヶ谷市中沢1348 TEL 047-444-4111　

1．ゴルフ規則 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルールを適用する。
 

2．プレーの条件 各部門とも18ホール・ストロークプレーを行い、各部門の上位者が8月1日、8月2日、
 袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コースで開催する決勝競技の出場資格を得る。

各部門の予選通過者数は、予選参加者数割合によって決定する。なお、詳細は
組合わせおよびスタート時間表にて発表する。

3．使用球の規格 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。（ゴルフ規則161ページ参照）

 

4．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。

5．参加資格 次のいずれかに該当する18ホール平均100ストロークでラウンドできるアマチュア
ゴルファーとする。（関東地区の者）

（1）男子15歳～17歳の部 （ＪＧＡジュニア会員で1989年（平成元年）4月2日より

1992年（平成4年）4月1日の間に誕生の者）

（2）男子12歳～14歳の部 （ＪＧＡジュニア会員で1992年（平成4年）4月2日より

1995年（平成7年）4月1日の間に誕生の者）

（3）女子15歳～17歳の部 （ＪＧＡジュニア会員で1989年（平成元年）4月2日より

1992年（平成4年）4月1日の間に誕生の者）

（4）女子12歳～14歳の部 （ＪＧＡジュニア会員で1992年（平成4年）4月2日より

1995年（平成7年）4月1日の間に誕生の者）

（5）ＫＧＡ特別承認者 （1989年（平成元年）4月2日より1995年（平成7年）

4月1日の間に誕生の者）

（注）今年度、他地区連盟主催のジュニア選手権に参加申込した選手の参加申込は認めない。

6．キャディー 正規のラウンド中、競技者のキャディー使用は禁止する。この条件の違反の罰は
『ゴルフ規則付Ⅰ(C)3』を適用する（ゴルフ規則163ページ参照）。

7．　 賞 メダリスト賞、参加章
 

8．参加申込 個人申し込み 所定の参加申込書に必要事項を記入し、親権者の承認を得て、
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下記へ申し込むこと。
団体申し込み 団体でまとめて申し込む場合は、団体用申込書で顧問の先生が

申し込むこと。
　　　　 関東ゴルフ連盟は移転しました。申込書は下記の住所へ送ってください。
　　　　〒104-0061　東京都中央区銀座8-18-11　銀座ＳＣビル4F

　　　　　　　　　関東ゴルフ連盟　　 TEL　 03-6278-0005

9．申込開始日 平成19年6月4日（月）から申し込みを受付ける。
所定の参加申込書で必ず郵送で申し込むこと。電話、ファクスでの申し込みは
受付けない。

10．申込締切日 平成１９年６月２２日（金）
午後5時までにＫＧＡへ申込書必着のこと。

（注）締切日厳守　締切後は理由の如何に拘わらず受付けない。

 

11．参加料 予選、決勝を通じ ５，０００円（消費税含む）
　　　個人申し込み　 6月22日（金）までに下記口座に参加者名で振り込むこと。
　　　団体申し込み 参加料は各校で取りまとめ、6月22日（金）までに下記口座に

学校名で振り込むこと。

※個人申し込みと団体申し込みの振り込みは重複しないこと。

三井住友銀行　麹町支店（店番号218）　普通　No．7 5 1 7 7 0 5

「関東ゴルフ連盟  ジュニア選手権口」

（カントウゴルフレンメイジュニアセンシュケングチ）

（注）締切後の参加取消しの場合、参加料は返金しない。また上記期日までに入金が

      確認できない場合は、出場を認めない場合がある。

 

12．プレーの費用 指定練習日、競技日共に、開催倶楽部のメンバー並み扱いとする。
 

13．出場会場 出場する会場は所属する学校所在地の都県による。各会場の都県の振り分けは下
記のとおりとする。海外に留学している者、勤めている者および学校に行ってい
ない者は自宅所在地の都県によって各会場に振り分ける。組合わせは公正な予選
競技となるよう、平均ストロークを考慮して競技委員会が決定する。
日高カントリークラブ 埼玉県／新潟県、長野県、群馬県、栃木県
茨城ゴルフ倶楽部 東京都
程ヶ谷カントリー倶楽部 神奈川県
紫ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ・すみれｺｰｽ 茨城県、千葉県
富士小山ゴルフクラブ 山梨県、静岡県
藤ヶ谷カントリークラブ 茨城県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県
嵐山カントリークラブ 新潟県、長野県、群馬県、栃木県、埼玉県、東京都

鎌ヶ谷カントリークラブ 全地区
※日高、茨城、鎌ヶ谷の出場コースは締切後に決定し、組合わせおよびスタート時間
　表にて発表する。組合わせおよびスタート時間表は、その他書類一式と共に7月2日
　（月）より順次発送する。

14．指定練習日 日高カントリークラブ 7月17日（火）
茨城ゴルフ倶楽部 7月17日（火）
程ヶ谷カントリー倶楽部 7月17日（火）
藤ヶ谷カントリークラブ 7月17日（火）
※以上の会場は、競技当日の組合わせおよびスタート時間によって練習を行う。

コースへの予約は必要としない。
紫ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ･すみれｺｰｽ 7月11日（水）、12日（木）、13日（金）
富士小山ゴルフクラブ 7月18日（水）、20日（金）
嵐山カントリークラブ 7月18日（水）、19日（木）、20日（金）
鎌ヶ谷カントリークラブ 7月18日（水）、19日（木）、20日（金）
※以上の会場は開催倶楽部への電話予約制とする。予約の受付は、 組合わせおよび

　スタート時間表が届いてからとする。
（注）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。また、

　　　ラウンドおよび練習は選手のみで、一般プレーヤーの同伴は認めない。

　　　指定練習日直前の欠席（他競技への出場、団体欠席など）は開催倶楽部に



 　　　多大な迷惑をかけるので、あらかじめ日程を確認しておくこと。
　　　無断欠席は厳禁とする。

◎ 決 勝

期　　　　　日 平成19年8月1日（水）、8月2日（木）
 

開　催　場　所 袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース
     千葉県千葉市緑区辺田町567 TEL　 043-291-1111

1．ゴルフ規則 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルールを適用する。
 

2．プレーの条件 ＜男子15歳～17歳の部＞ 36ホール・ストロークプレー

　　　 8月 1日（水）第1ラウンド　18ホール・ストロークプレー

 　　　18ホールを終わり、上位者が第2ラウンドに進出する。（進出者数は後日発表）

 　　　8月 2日（木）第2ラウンド  18ホール・ストロークプレー

＜男子12歳～14歳の部＞ 18ホール・ストロークプレー

 　　　8月 2日（木）18ホール・ストロークプレー

＜女子15歳～17歳の部＞ 36ホール・ストロークプレー

　　　8月 1日（水）第1ラウンド　18ホール・ストロークプレー

　　　18ホールを終わり、上位者が第2ラウンドに進出する。（進出者数は後日発表）

　　　8月 2日（木）第2ラウンド  18ホール・ストロークプレー

＜女子12歳～14歳の部＞ 18ホール・ストロークプレー

 　　 8月 2日（木）18ホール・ストロークプレー

 

3．タイの決定 各部門とも所定のホールを終わり1位がタイの場合は、即日委員の指定するホールに
おいてサドンデス方式によるプレーオフを行い優勝者を決定する。

4．使用球の規格 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。（ゴルフ規則161ページ参照）

 

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。
 

6．参加資格 次のいずれかに該当するアマチュアゴルファーとする。（関東地区の者）
(1)平成18年度関東ジュニアゴルフ選手権男子15歳～17歳の部上位5位および、

   男子12歳～14歳の部・女子15歳～17歳の部・女子12歳～14歳の部優勝者

(2)平成18年度日本ジュニアゴルフ選手権男子15歳～17歳の部の第3ラウンド出場者

(3)平成19年度関東アマチュアゴルフ選手権決勝競技出場者
　（ＪＧＡジュニア会員で1989年（平成元年）4月2日より1995年（平成7年）4月1日の間に誕生の者）

(4)平成19年度関東女子ゴルフ選手権決勝競技上位10位
　（ＪＧＡジュニア会員で1989年（平成元年）4月2日より1995年（平成7年）4月1日の間に誕生の者）

(5)本年度関東ジュニアゴルフ選手権予選通過者

(6)平成19年度国際競技日本代表選手
　（ＪＧＡジュニア会員で1989年（平成元年）4月2日より1995年（平成7年）4月1日の間に誕生の者）

(7)ＫＧＡ特別承認者  （1989年（平成元年）4月2日より1995年（平成7年）4月1日の間に誕生の者）

(注) 今年度、他地区連盟主催のジュニア選手権に参加申込した選手の参加申込は認めない。

7．キャディー 正規のラウンド中、競技者のキャディー使用は禁止する。この条件の違反の罰は
『ゴルフ規則付Ⅰ(C)3』を適用する（ゴルフ規則163ページ参照）。

8．   賞 男子15歳～17歳の部 優 勝 者 ＫＧＡ杯（レプリカ）、メダル
第2位～第5位メダル
参 加 章 記念品



男子12歳～14歳の部 優 勝 者 ＫＧＡ杯（レプリカ）、メダル
第2位～第3位メダル
参 加 章 記念品

女子15歳～17歳の部 優 勝 者 ＫＧＡ杯（レプリカ）、メダル
第2位～第3位メダル
参 加 章 記念品

女子12歳～14歳の部 優 勝 者 ＫＧＡ杯（レプリカ）、メダル
第2位～第3位メダル
参 加 章 記念品

9．参加申込 第6項(1)～(4)､(6)､(7)の該当者は、直接ＫＧＡへ申し込むこと。
　　　個人申し込み 所定の参加申込書に必要事項を記入し、親権者の承認を得て、

下記へ申し込むこと。

　　　団体申し込み 団体でまとめて申し込む場合は、団体用申込書で顧問の先生が
申し込むこと。

　　　　 関東ゴルフ連盟は移転しました。申込書は下記の住所へ送ってください。
　　　　〒104-0061　東京都中央区銀座8-18-11　銀座ＳＣビル4F

　　　　　　　　　関東ゴルフ連盟　　 TEL　 03-6278-0005

第6項(5)の該当者（予選通過者）は、改めて申し込みを必要としない。

10．申込開始日 平成19年6月4日（月）から申し込みを受付ける。
所定の参加申込書で必ず郵送で申し込むこと。電話、ファクスでの申し込みは
受付けない。

11．申込締切日 平成１９年７月２４日（火）
午後5時までにＫＧＡへ申込書必着のこと。

（注）締切日厳守　締切後は理由の如何に拘わらず受付けない。

 

12．参　加　料 ５，０００円（消費税含む）
但し、第6項(1)～(4)､(6)､(7)の該当者のみ。第6項（5）の該当者（予選通過者）は、

改めて申し込みを必要としない。

　　　個人申し込み 7月24日（火）までに下記口座に参加者名で振り込むこと。
　　　団体申し込み 参加料は各校で取りまとめ、7月24日（火）までに下記口座に

学校名で振り込むこと。

※個人申し込みと団体申し込みの振り込みは重複しないこと。

三井住友銀行　麹町支店（店番号218） 普通　No．7 5 1 7 7 0 5

「関東ゴルフ連盟　ジュニア選手権口」

　　（カントウゴルフレンメイジュニアセンシュケングチ）

（注）締切後の参加取消しの場合、参加料は返金しない。また上記期日までに入金が

　　　確認できない場合は、出場を認めない場合がある。

 

13．プレーの費用  指定練習日、競技日共に、開催倶楽部のメンバー並み扱いとする。
 

14．指定練習日 7月30日（月）（男子12歳～14歳の部、女子15歳～17歳の部、女子12歳～14歳の部）
7月31日（火）（男子15歳～17歳の部）
（注） 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。また、

　　　 ラウンドおよび練習は選手のみで、一般プレーヤーの同伴は認めない。

付記：

・本競技の上位者は8月15日（水）～17日（金）霞ヶ関カンツリー倶楽部において開催される、平成19年度
（第13回）日本ジュニアゴルフ選手権競技の出場資格を得る。参加人数は各地区の予選参加者数割合
等に応じて配分される。


