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平成 23 年度 関東女子ゴルフ選手権 競技規定 
 

主催：関東ゴルフ連盟(KGA) 

《予選、決勝 共通》 
1. 期日および場所 

◎予選 
第 1 ブロック 4 月 11 日(月) 高麗川カントリークラブ 

埼玉県日高市大字北平沢 1485 TEL0429-89-3131 
第 2 ブロック 4 月 15 日(金) スカイウェイカントリークラブ 

千葉県成田市幡谷 941-1 TEL0476-36-2361 
 ◎決勝 

 5 月 16 日(月)～5 月 17 日(火) 
 千葉カントリークラブ・野田コース 
  千葉県野田市蕃昌 4 TEL04-7122-3531 

2. 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。 
3. 競技委員会の裁定 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定

は最終である。 
4. 使用球の規格 R&A 発行の最新の公認球リストに載っているものでなければならない。違反した場合は競技失

格とする。 
5. 使用クラブの規格 競技者が持ち運ぶドライバーは R&A発行の最新の適合ドライバーヘッドリストに載っているクラ

ブヘッドを持つものでなければならない。 

例外：1999 年より前に製造されたクラブヘッドを持つドライバーはこの条件から免除される。 

「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

される前週の火曜日に R&A のホームページ上に掲載されているリストとする。 

この条件の違反の罰は『ゴルフ規則付 I(c)1a』を適用する(ゴルフ規則 184 ページ参照)。 
6. キャディー 正規のラウンド中、競技者が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用すること

を禁止する。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 188 ページ

参照)。 
※プレー形式は共用のキャディーとなる。 

7. タイの決定 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。 
決勝競技において 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

者以外の者は 2 位タイとする。 
8. 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。 
9. 参加資格 女子(出生時)アマチュアゴルファーで、JGA ハンディキャップ査定システム(J-ｓｙｓ)による JGA 

ハンディキャップを所持し、参加を希望する競技(予選、決勝)で定めるカテゴリーのいずれかの

該当者とする。ただし、申込倶楽部が J-sys に登録されていること。 
※1. 本競技の上位者は日本女子アマチュアゴルフ選手権の出場資格が付与されるため、本年

度他地区連盟主催の女子ゴルフ選手権に参加申込をした者は本競技には参加できな

い。 
※2. 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者の参加資格を取り

消すことができる。 
10. 申込方法 KGA ホームページ(www.kga.gr.jp)で申し込みを受け付ける。 
11. 申込受付開始 2 月 17 日(木)午前 10 時 

ただし、開催倶楽部枠の申し込みは、2 月 8 日(火)午前 10 時から受け付ける。 
12. 申込受付締切 3 月 10 日(木)午後 5 時 

ただし、開催倶楽部枠の申し込みは、2 月 15 日(火)午後 5 時で締め切る。 
13. 参加料 予選、決勝を通じ 21,000 円(内消費税 1,000 円) 

申込倶楽部、団体で取りまとめ、下記口座に申込倶楽部、団体名で振り込むこと。 
倶楽部・団体を持たず直接 KGA に申し込む者は下記口座に個人名で振り込むこと。 
「三菱東京 UFJ 銀行 東京営業部 普通預金口座  No.0000380  関東ゴルフ連盟」 
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(1) 参加料振込期限までに入金が確認できない場合、競技へ参加することはできない。 
(2) 申込締切後の参加取消の場合、参加料は返金しない。 
(3) キャンセル待ちの結果、希望するブロックにエントリーできなかった場合で、参加申込時に

「その場合は出場辞退」を表明していた場合、参加料は返金する。 
※キャンセル待ちの者も参加料を振込期限までに指定口座に入金しておくこと。 

14. 参加料振込期限 3 月 15 日(火)までに指定口座に入金しておくこと 
KGA 事務局への現金による持ち込みは認めない。 

15. 個人情報に関する同意内容 

参加希望者は、参加申込に際し、KGA が取得する参加申込者の個人情報を次の目的の範

囲内で他に提供(公表)することについて、予め同意することを要する。 
(1) KGA が主催する競技の参加資格の審査 
(2) 競技の開催および運営に関する業務。これには、1.参加者に対する競技関係書類(組合わ

せ表等)の発送、2.競技の開催に際し、競技関係者(報道関係者を含む)に対する参加者の

氏名、生年月日、所属(所属倶楽部)、その他選手紹介情報ならびに競技結果の公表を含

む。 
(3) 参加申込に際し、KGA が取得する参加申込者の個人情報と、その競技における結果の記

録の保存、ならびに競技終了後において必要に応じ、そのうち上記(2)2.記載の公表事項の

適宜の方法による公表 
16. 肖像権に関する同意内容 

参加希望者は、参加申込に際し、主催競技(競技会場における競技に伴う前後の行事等を含

む)に関して、その中継・再映・報道・広報のため、あるいは KGA の目的に反しない範囲で利用

するために、写真・テレビ・その他の各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編集物(適正

範囲の編集に限る)にかかる競技者の肖像権(収録物等にかかる競技者の氏名・肖像を展示・

通信・放送・上映により一般に公開し、あるいは貸与し、頒布するなどして他に提供する権利)を
KGA に譲渡することを、予め承諾することを要する。 

 
 

《予 選》 
1. プレーの条件 18 ホール・ストロークプレー 

予選通過者数は全ブロック合計で最大 120 名とし、各ブロックの通過者数は各ブロックの申込

者数により案分する。決勝競技への通過者が決定した後欠場者が生じても、繰り上げは行わな

い。 
2. 参加資格 (1) KGA 加盟正会員倶楽部の会員(正会員、平日会員、家族会員)で J-sys で取得した JGA 

  ハンディキャップ(直近の JGA ハンディキャップ証明書の数値、または計算ハンディキャップ 
  ※の数値)が 14.9 までの者 
(2)関東学生ゴルフ連盟推薦の若干名 
(3)前年度関東ジュニアゴルフ選手権女子 15～17 歳の部 2、3 位および女子 12～14 歳の部 
  上位 3 位 
(4)KGA 特別承認者 
※「計算ハンディキャップ」とは J-sys により毎月出力される JGA ハンディキャップ証明書に記 
  載の数値とは別に、J-sys によってスコア提出の度に計算される JGA ハンディキャップの数 
  値 

3. 参加申込 第 2 項(1)、(2)の該当者は所属倶楽部・団体を通じて KGA へ申し込むこと。 
第 2 項(3)、(4)の該当者は、直接 KGA へ申し込むこと。 
※申し込みは 1 ブロックのみとする。 

4. ブロックの選択および決定 
ブロックを選択することができる。各ブロックとも 144 名を定員とし、申込受付先着順に希望する

ブロックに出場するものとする。開催倶楽部枠に人数の制限はない。申し込み時に「希望ブロッ

ク」および以下の「希望ブロックにエントリーできなかった場合の措置」を必ず選択すること。 
《希望ブロックにエントリーできなかった場合の措置》 
(1) 他のブロックでも出場する(この場合、ブロックは KGA で振り分ける)。 
(2) 出場を辞退する。 
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《ブロックの決定方法詳細、注意事項》 
(1) 各ブロックとも、申込者数が定員に達した後は申込締切までキャンセル待ちを受け付ける。

申込締切後は、欠場者が出ても次位の者は繰り上げない。 
ただし参加料振込期限までに参加料の入金がなく参加を認めない者が出た場合は次位の

者を繰り上げる。 
(2) キャンセル待ちの結果、希望するブロックにエントリーできなかった場合は、出場するブロック

は KGA で振り分ける。原則として申込者数の少ないブロックへ振り分ける。ただし申し込み

時に「出場を辞退する」を選択した場合は参加申込を取り消す。 
(3) 申込締切前に出場希望ブロックを変更する場合、新たに希望するブロックの出場優先順位

の最下位とする。 
(4) 申込締切後の希望ブロックの変更等は認めない。 
(5) 申込者の合計人数が 288 名を超えた場合は、原則としてその合計人数の 1/2 を各ブロック

の定員とする。 
(6) 上記(5)が適用された場合、各ブロックの確定人数は KGA ホームページで発表する。 

5. 賞 第 1 位 予選ベストスコア賞 
参加者 参加章 

6. 指定練習日 各ブロックごとに定められた指定日のうち 1 人 2 日まで練習できる(1 日はメンバー並み扱い、1
日はビジター扱い)。指定練習日、予約開始日については組合わせ表発表とともに通知する。 

 

《決 勝》 
1. プレーの条件 5 月 16 日(月) 第 1 ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 

5 月 17 日(火) 最終ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 
2. 参加資格 (1)前年度本競技上位 10 位 

(2)前年度月例競技の総合得点上位 10 位 
(3)前年度関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権優勝者 
(4)前年度関東ジュニアゴルフ選手権女子 15～17 歳の部優勝者 
(5)本年度本選手権予選競技通過者 
(6) KGA 特別承認者 
※欠場者が生じた場合、繰り上げは行わない。 

3. 参加申込 第 2 項(1)～(3)の該当者は、所属倶楽部・団体を通じて KGA へ申し込むこと。 
第 2 項(4)、(6)の該当者および(1)の該当者のうち所属倶楽部・団体を持たない者は、直接

KGA へ申し込むこと。 
第 2 項(5)の該当者は改めて申し込みを必要としない。 

4. 賞 優勝者 KGA 杯(レプリカ) 
第 2 位～第 5 位 菊皿 
参加者 参加章 

5. 指定練習日 5 月 10 日(火)、11 日(水)、12 日(木)、13 日(金) 
1 人 2 日まで練習できる(2 日間ともメンバー並み扱い)。予約等の連絡は必ず開催倶楽部へ行

うこと。予約は、4 月 19 日(火)から受け付ける(各日 9：00～17：00)。 
予約受付専用電話番号 04-7122-1551 

6. 予備日 5 月 18 日(水) 
 
付記： 

本競技の上位 36 名は 6 月 21 日～25 日兵庫県、宝塚ゴルフ倶楽部・新コースにおいて開催される、平成 23 年度

日本女子アマチュアゴルフ選手権競技の出場資格を得る。ただし、出場有資格者は、地区女子アマ申込時または

日本女子アマ申込時のいずれかのJGAハンディキャップが13.4までの選手とする。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。欠場者が生じても次位の選手は繰り上げない。 


