
平成21年度 第30回 関東ジュニアゴルフ選手権競技 競技規定 

 
                                 主 催 関 東 ゴ ル フ 連 盟 (ＫＧＡ) 

〒104-0061 

中央区銀座8-18-11 銀座SCビル4階 

TEL 03-6278-0005 FAX 03-6278-0008 

 
                               後 援 （財）日 本 ゴ ル フ 協 会(ＪＧＡ) 

関 東 高 等 学 校 ゴ ル フ 連 盟 

ス ポ ー ツ ニ ッ ポ ン 新 聞 社 

◎ 予 選  

期日および場所 

＜男子15歳～17歳の部＞ 

平成21年 7月21日（火） 日高カントリークラブ 東・西・南コース 

  〒350-1213埼玉県日高市高萩1203 TEL  0429-89-1311 

7月21日（火） 茨城ゴルフ倶楽部 東・西コース 

  〒300-2352茨城県つくばみらい市小島新田 TEL  0297-58-1216 

7月21日（火） 程ヶ谷カントリー倶楽部 

  〒241-0802神奈川県横浜市旭区上川井町1324 TEL  045-921-0115 

7月21日（火） 紫カントリークラブ・すみれコース 

  〒278-0001千葉県野田市目吹111 TEL  04-7124-1166 

7月21日（火） 富士小山ゴルフクラブ 

  〒410-1308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21年 7月21日（火） 藤ヶ谷カントリークラブ 

  〒270-1456千葉県柏市泉2348 TEL  04-7191-4161 

7月21日（火） 浜野ゴルフクラブ 

〒290-0168 千葉県市原市永吉937 TEL  0436-52-3111 

7月21日（火） 嵐山カントリークラブ 

  〒355-0225埼玉県比企郡嵐山町鎌形1146 TEL  0493-62-2355 

＜女子15歳～17歳の部＞ 

平成21年7月21日（火） 茨城ゴルフ倶楽部 東・西コース 

  〒300-2352茨城県つくばみらい市小島新田 TEL  0297-58-1216 

＜女子12歳～14歳の部＞ 

平成21年 7月21日（火） 鎌ヶ谷カントリークラブ 東・中・西コース 

  〒273-0118千葉県鎌ヶ谷市中沢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7月30日、7月31日、千葉カント

リークラブ・梅郷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

割合等によって決定する。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. タイの決定 各部門とも18ホールを終り予選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。 

4. 使用球の規格 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1ｂ』を適用する（ゴルフ規則185ぺージ参照）。 

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・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する(ゴルフ規則 183 ページ参照）。 
※「最新の適合ドライバーヘッドリスト」とは競技の条件で別途規定されていない限り、競技が開催され 
  る週の火曜日にR&Aのホームページ上に掲載されているリストとする。 

6. 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。 

7. 参加資格 各部門とも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し、それぞれ下記の

資格を満たすものとする。 

(1) 男子15歳～17歳の部 ： ＪＧＡジュニア会員で1991年（平成3年）4月2日より1994年（平成6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1994年（平成6年）4月2日より1997年（平成9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1991年（平成3年）4月2日より1994年（平成6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1994年（平成6年）4月2日より1997年（平成9年）

4月1日の間に誕生の者） 

(5) ＫＧＡ特別承認者 ： 1991年（平成3年）4月2日より1997年（平成9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は認めない。 

（注）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。 

※関東地区在住または在校の者に限る。海外に留学している者は親権者の住所が関東地区であること。関

東地区とは、ＫＧＡ管轄の1都10県（新潟県、長野県、山梨県、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、静岡県）をいう。 

ＪＧＡジュニア会員でない者は、先にＪＧＡジュニア会員申込をし、会員登録されてから本選手権に申

し込むこと。この場合、必ず平成21年6月5日（金）までにＪＧＡジュニア会員申込書が関東ゴルフ

連盟に到着していること。 

新規ＪＧＡジュニア会員入会希望者は、申込書を関東ゴルフ連盟から郵送するので、住所、氏名、年齢、

電話番号を関東ゴルフ連盟までファクスすること。 

8. 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187ページ参照）。 

9.   賞 メダリスト賞、参加章 

10. 参加申込 個人で直接申し込むか、在籍する学校を通じて申し込むこと。 

個人で申し込む場合は選手あるいは親権者が申し込むこと。 

学校を通じて申し込む場合はゴルフ部顧問の教諭が申し込むこと。 

※ＫＧＡホームページ(www.kga.gr.jp)の「競技情報」ぺージより申し込むこと。電話、ファクス、 

メール等での申し込みは受け付けない。 

申し込みの際は、JGAジュニア会員番号と生年月日（西暦）が必要となります。 

11. 申込開始日 平成21年5月18日（月）10時から申し込みを受け付ける。 

12. 申込締切日 平成21年6月12日（金）17時まで申し込みを受け付ける。 

申込状況は、ＫＧＡホームページの競技情報ページ「関東ジュニアゴルフ選手権」に掲載する。 

13. 参加料 予選、決勝を通じ 5,000円（消費税含む） 

個人で申し込む場合は6月12日(金)までに下記口座へ選手名で振り込むこと。 

学校を通じて申し込む場合は参加料を各校で取りまとめ6月12日(金)までに下記口座へ学校名で振り込

むこと。 

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）締切り後の参加取消の場合、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。 

14. 出場会場 出場する会場は所属する学校の住所によって下記のように振り分ける。海外に留学している者および有職

ジュニアは自宅の住所によって振り分ける。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

慮して委員会が決定する。 

日高カントリークラブ 新潟県、長野県、群馬県、栃木県、埼玉県 

茨城ゴルフ倶楽部 東京都、女子15歳～17歳の部全地区 

程ヶ谷カントリー倶楽部 神奈川県 

紫カントリークラブ 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、東京都 

浜野ゴルフクラブ 千葉県、神奈川県 

嵐山カントリークラブ 新潟県、長野県、山梨県、群馬県、栃木県、埼玉県、静岡県 

鎌ヶ谷カントリークラブ 女子12歳～14歳の部全地区 

※日高（東・西・南コース）、茨城（東・西コース）、鎌ヶ谷（東・中・西コース）の出場コースは締め切 

り後に決定し、組合わせおよびスタート時間表にて発表する。 



15. 指定練習日 日高カントリークラブ 7月13日（月） 

茨城ゴルフ倶楽部 7月13日（月） 

程ヶ谷カントリー倶楽部 7月13日（月） 

紫カントリークラブ 7月14日（火）、15日（水）、17日（金） 

富士小山ゴルフクラブ 7月13日（月）、15日（水）、17日（金） 

藤ヶ谷カントリークラブ 7月13日（月） 

嵐山カントリークラブ 7月7日（火）、8日（水）、17日（金） 

浜野ゴルフクラブ 7月13日（月）、14日（火）、17日（金） 

鎌ヶ谷カントリークラブ 7月14日（火）、15日（水）、16日（木） 

※予約方法や指定練習日に練習できない場合の扱いなど指定練習日に関する詳細は、組合わせおよびス 

 タート時間表に同封する書類にて発表する。 

（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。 

 

◎ 決 勝  

期     日 平成21年7月30日（木）、7月31日（金） 

場     所 千葉カントリークラブ・梅郷コース 

〒278-0021 千葉県野田市堤根167   TEL 04-7122-1100 
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 

 7月30日（木）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(進出者数は予選競技終了後に発表する)。 

 7月31日（金）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 

 7月31日（金）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 

 7月30日（木）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(進出者数は予選競技終了後に発表する) 。 

 7月31日（金）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 

 7月31日（金）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

の競技者は2位タイとする。 

4. 使用球の規格 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1ｂ』を適用する（ゴルフ規則185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・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する(ゴルフ規則 183 ページ参照）。 
※「最新の適合ドライバーヘッドリスト」とは競技の条件で別途規定されていない限り、競技が開催され 
 る週の火曜日にR&Aのホームページ上に掲載されているリストとする。 

6. 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。 

7. 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。 

(1) 平成20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 

(ＪＧＡジュニア会員で1991年(平成3年)4月2日より1997年(平成9年)4月1日の間に誕生の者) 

(2) 平成20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 

(ＪＧＡジュニア会員で1991年(平成3年)4月2日より1994年(平成6年)4月1日の間に誕生の者) 

(3) 平成21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1991年(平成3年)4月2日より1997年(平成9年)4月1日の間に誕生の者) 

(4) 平成21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1991年(平成3年)4月2日より1997年(平成9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21年度国際競技日本代表選手 

(ＪＧＡジュニア会員で1991年(平成3年)4月2日より1997年(平成9年)4月1日の間に誕生の者) 

(7) ＫＧＡ特別承認者(1991年(平成3年)4月2日より1997年(平成9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は認めない。 

(注) 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。 

※ 関東地区在住または在校の者に限る。海外に留学している者は親権者の住所が関東地区であること。

関東地区とは、ＫＧＡ管轄の1 都 10 県（新潟県、長野県、山梨県、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、静岡県）をいう。 

8. 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187ページ参照）。 

9.    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 

10. 参加申込 個人で直接申し込むか、在籍する学校を通じて申し込むこと。 

ただし、第7項(1)～(4)、(6)、(7)の該当者のみ。第7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。 

個人で申し込む場合は選手あるいは親権者が申し込むこと。 

学校を通じて申し込む場合はゴルフ部顧問の教諭が申し込むこと。 

※ＫＧＡホームページ(www.kga.gr.jp)の「競技情報」ぺージより申し込むこと。電話、ファクス、メー 

ル等での申し込みは基本的に受け付けない。 

申し込みの際は、JGAジュニア会員番号と生年月日（西暦）が必要となります。 

11. 申込開始日 平成21年5月18日（月）10時から申し込みを受け付ける。 

12. 申込締切日 平成21年7月21日（火）17時まで申し込みを受け付ける。 

申込状況は、ＫＧＡホームページの競技情報ページ「関東ジュニアゴルフ選手権」に掲載する。 

13. 参加料 5,000円（消費税含む） 

ただし、第7項(1)～(4)､(6)､(7)の該当者のみ。 

個人で申し込む場合は7月21日(火)までに下記口座へ選手名で振り込むこと。 

学校を通じて申し込む場合は参加料を各校で取りまとめ7月21日(火)までに下記口座へ学校名で振り込

むこと。 

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）締切り後の参加取消の場合、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。 

14. 指定練習日 7月24日（金）（女子15歳～17歳・12歳～14歳の部） 

7月28日（火）（男子12歳～14歳の部） 

7月29日（水）（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19日（水）～21日（金）埼玉県、霞ヶ関カンツリー倶楽部において開催される、平成21年度（第

15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。 


