
平成26年度　関東ジュニアゴルフ選手権男子15歳～17歳の部関東第2ブロック予選競技

組み合わせ及びスタート時間表 於:横浜カントリークラブ・東コース

参加者数　107名
1番よりスタート 10番よりスタート
組 時間　　 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年 組 時間 氏名 学校名/学年

山田 直紀 拓殖大学紅陵高1 矢口 宣洋 鹿島学園高3 関 将太 水城高2 田辺 晟 MONTVERDE ACADEMY高2

大久保 克海 鹿島学園高2 羽藤 勇司 千葉学芸高1 猪狩 広大 ルネサンス高1 小斉平 優和 日本ウェルネス高1

大原 健陽 千葉学芸高3 松本 岳士 浜松学院高2 小野 光弘 千葉学芸高3 佐藤 慶介 拓殖大学紅陵高3

加藤 剛 茗渓学園高2 中世古 悠斗 富士市立高2 礒辺 友樹 千葉日本大学第一高1

濱宮 勇樹 拓殖大学紅陵高1 飯塚 裕汰 千葉学芸高3 森下 蓮 日本ウェルネス高1 笹島 怜央 鹿島学園高2

照沼 純平 千葉日本大学第一高2 伏見 秀道 千葉日本大学第一高3 遠藤 慎之介 千葉西高3 伊藤 拓海 山梨学院大学附属高2

松岡 優太朗 千葉学芸高2 早瀬 瑛太 印旛明誠高1 野呂 涼 拓殖大学紅陵高2 後藤 健斗 拓殖大学紅陵高3

大福 正人 多古高3 上田 晃平 静岡学園高2 宮内 大河 千葉学芸高1 清水 聖矢 静岡学園高1

櫛山 勝弘 拓殖大学紅陵高2 神 佳郎 拓殖大学紅陵高3 金原 丈也 日本ウェルネス高1 井出 俊 クラーク記念国際高3

本間 佑 水城高2 三橋 正季 袖ヶ浦高2 赤出川 周亮 西武台千葉高3 柿澤 大輝 水城高3

大塚 大樹 千葉学芸高3 照屋 亮太 日本ウェルネス高1 小林 光太郎 竹園高2 鹿野内 貴裕 静岡学園高2

西村 涼 静岡学園高1 藤本 賢祐 千葉学芸高1 村上 貴一 山梨学院大学附属高1 佐藤 譲 千葉北高1

小野 耕平 西武台千葉高3 岩崎 亜久竜 クラーク記念国際高2 飯島 健之恭 日本ウェルネス高1 山田 英斉 拓殖大学紅陵高3

島田 康成 鹿島学園高2 夏堀 裕大 鹿島学園高1 鈴木 海斗 拓殖大学紅陵高2 曽原 和樹 日本ウェルネス高1

吉田 翔 飛龍高2 鈴木 貴之 拓殖大学紅陵高3 田辺 練 大原高3 滝田 和司 静岡北高2

岡野 武郁 千葉学芸高1 横田 光 印旛明誠高1 水主川 大樹 我孫子二階堂高3 宇野 信宏 クラーク記念国際高3

高橋 宝将 日本ウェルネス高1 石巻 貴羅 駿台甲府高1 栗本 和博 日本ウェルネス高1 千村 真之介 拓殖大学紅陵高3

今野 匠 ルネサンス高1 吉村 幸樹 鹿島学園高3 岡田 大河 浜松南高2 関根 和希 千葉学芸高2

吉本 裕貴 千葉学芸高3 櫻井 拓海 千葉学芸高1 砂沢 聖哉 千葉学芸高3 中村 隆太郎 つくば国際大学高2

吉澤 海里 麗澤高2 南 有馬 拓殖大学紅陵高2 平本 尚吾 拓殖大学紅陵高2 操上 眞廣 千葉南高1

相川 太郎 千葉学芸高3 園田 昂生 日本大学三島高2 中野 貴博 静岡学園高3

佐々木 皇 日本大学三島高3 小澤 玲央 鹿島学園高1 生駒 怜児 拓殖大学紅陵高1

毛利 基文 水城高2 土橋 健 千葉学芸高3 湯本 開史 千葉学芸高2

大島 悠生 麗澤高1 山崎 隼人 西武台千葉高2 花島 和樹 印旛明誠高2

長崎 拓実 千葉学芸高2 神谷 健太 水城高3

平野 海里 水城高3 上野 晃紀 千葉学芸高2

高野 碧輝 拓殖大学紅陵高3 長谷川 雅季 千葉日本大学第一高1

大森 健人 千葉日本大学第一高1 齋藤 康平 拓殖大学紅陵高2

押田 凌大郎 長生高3 坂本 幹太 水城高3

庄司 将也 水城高3 林 拓海 拓殖大学紅陵高1

毛利 理央 鹿島学園高2 大谷 滉介 多古高1

嘉数 彗悟 千葉学芸高1 安藤 稜平 千葉学芸高2

競技委員長　岩 田 淳 子

7月22日(火)
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平成 26 年度 関東ジュニアゴルフ選手権男子 15 歳～17 歳の部 関東 2 ブロック予選競技 
 

開 催 日 ：7月 22日(火) 
開催コース ：横浜カントリークラブ・東コース 
 
本競技においては日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則とこの競技の条件・ローカルルールを適用する。 
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、本競技の条件とローカルル

ールの違反の罰は、2打とする。 
  

競 技 の 条 件 
1. 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。 
2. 使用球の規格(ゴルフ規則 175ページ参照) 

『公認球リストの条件・規則付 I(c)1b』 
3. 使用クラブの規格 

『適合ドライバーヘッドリストの条件・規則付 I(c)1a』(ゴルフ規則 174ページ参照) 
4. ゴルフシューズ 

正規のラウンド中、プレーヤーが金属製・セラミック製、または委員会がそれと同等と認めた鋲を有するゴルフ

シューズを使用することを禁止する。この条件の違反の罰は競技失格。 
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. ホールとホールの間での練習禁止(規則 7-2注 2) 

『規則付 I(c)5b』(ゴルフ規則 179ページ参照) 
7. プレーの中断と再開 

(1) 通常のプレーの中断(落雷などの危険を伴わない気象状況)については、規則 6-8b､c､d に従って処置する

こと。 
(2) 険悪な気象状況にあるため、委員会の決定によりプレーが中断となった場合、同じ組のプレーヤー全員が

ホールとホールの間にいたときは、各プレーヤーは委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開

してはならない。1 ホールのプレーの途中であったときは、各プレーヤーはすぐにプレーを中断しなければ

ならず、そのあと、委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。プレーヤーがす

ぐにプレーを中断しなかったときは、規則 33-7に決められているような、罰を免除する正当な事情がなけれ

ば、そのプレーヤーは競技失格とする。この条件の違反の罰は競技失格(規則 6-8b注) 
(3) プレーの中断と再開の合図について 

通常のプレー中断 ：  
険悪な気象状況による即時中断 ：  競技委員会を通じてキャディー携帯の無線及び 

  プレーの再開 ：     競技委員を通じてプレーヤーに連絡する。 
8. 移動 

『規則付 I(c)8移動』(ゴルフ規則 181ページ参照)但し、キャディーには適用しない。 
9. キャディー(規則 6-4 注) 

正規のラウンド中、プレーヤー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『規則付 I(c)2』を適用する(ゴルフ規則 177ページ参照)。 



ローカルルール 
1. アウトオブバウンズ(規則 27-1) 

アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。 
2. 修理地(規則 25-1) 

修理地は青杭を立て、白線をもってその限界を標示する。 
3. ラテラル・ウォーターハザード(規則 26-1) 

ラテラル・ウォーターハザードは赤杭または赤線をもってその限界を標示する。線と杭が併用されている場合は

線がその限界を標示する。 
4. 動かせない障害物(規則 24-2) 

a. 排水溝 
b. 人工の表面を持つ道路に接した排水溝(その道路の一部とみなす) 
c. 動かせない障害物と白線でつながれている区域(その動かせない障害物の一部とみなす) 

5. 電磁誘導カート用の 2本のレール 
11番ホール左側の 2本のレールは全幅をもってカート道路とみなす。球がこのカート道路の上にある場合、プ

レーヤーは規則 24-2b(i)の救済を受けなければならない。 
6. コースと不可分の部分 

ハザード内にある人工の壁、パイリング(杭) 
7. 指定ドロップ区域 

10 番ホールにおいて、球がグリーン奥の防球ネットに近接しているために、スタンスや意図するスイングの区

域の妨げになる場合、プレーヤーは、罰なしに、直近の指定ドロップ区域にその球をドロップすることができる。 
 
 
注 意 事 項 
1. 競技の条件 4 項において規制されるシューズ以外でもパッティング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. 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プレーヤーの参加資格を取り消すことが

できる。 
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. スタート時間 15分前には、必ずティーインググランド周辺に待機すること。 
5. プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないように注意すること。プレーの不当な遅延については

ペナルティを課すことがある。 
6. 正規のラウンド中、ギャラリーとの接触は控えること。 
 

競技委員長 岩 田 淳 子 

距離表 

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

Yards 368 130 490 358 330 162 515 324 394 3071

Par 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL

354 487 140 370 352 176 566 406 436 3287 6358

4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 72



平成 26 年度 関東ジュニアゴルフ選手権競技参加者 共通注意事項 

 

次記の注意事項を厳守の上参加すること。【指定練習日、競技日、共通事項】 

 

〔Ⅰ〕一般事項 

(1) 欠場の連絡 

競技日 の参加を取り止める場合は、ＫＧＡホームページ(www.kga.gr.jp)より申請すること。当日欠場の場合は、 

直接倶楽部に連絡すること。※無断欠場は認めない（無断欠場の場合は、厳重に処分する）。 

(2) 自己の健康管理には充分注意し、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。 

(3) ドレスコード 

・ゴルフ場へ入退場する際には、原則制服を着用すること。またゴルフシューズを履いたまま入退場しないこと。 

・服装は襟付きのシャツとする。 

・帽子を必ず着用すること （但しクラブハウス内は帽子をとること）。※サンバイザー着用は男子：不可・女子：可とする。 

・シャツは必ずズボン、スカートの中に入れ、タオルを肩にかけたり、首に巻かないこと。 

・上記ドレスコード、各会場注意事項ドレスコード以外については、開催倶楽部のドレスコードを厳守すること。 

(4) 浴室が利用できる場合は十分注意すること。朝の浴室、脱衣場への入室は禁止する。 

(5) 食べ物の持ち込みは厳禁とする。またロッカーでの飲食は厳禁とする。 

※指定場所以外で飲食をした場合、ただちに退場頂く場合もあるので注意すること。 

(6) 宅急便の利用は、各会場不可とする。 

(7) 携帯電話は、駐車場で使用すること 。クラブハウス内での使用は禁止する。  

(8) 各会場のプレー代は、指定練習日、競技日ともメンバー並み扱いとする。料金は各ゴルフ場へ問い合わせること。 

(9) 宿泊の必要な者は、各自で申し込むこと。宿泊所については会場案内を参考にすること。 

(10) 開会式、閉会式は行わない。※今年度より、決勝競技進出者へ競技終了後、資料の配布、説明は行わず、ＫＧＡホ

ームページで案内をするので、各自確認すること。 

(11) 指定練習日は、会場によって予約方法等が異なるので、詳細については同封の各会場注意事項を確認すること。 

(12) ゴルフ場利用税非課税措置に関する手続きについて 

   ・会場によって手続き方法が異なるので、詳細については同封の各会場注意事項を確認すること。 

(13) ギャラリーについて  

    ・詳細については各会場の注意事項を確認すること。  

・来場の際には、節度ある行動を守り、各会場の倶楽部のドレスコードに従い服装に注意すること。 

・食べ物の持ち込みや指定場所以外での飲食はできないので注意すること。 

・カメラ等の持ち込み、撮影は禁止する。携帯電話は駐車場のみで使用すること。 

・いかなる場所でも飛んできたボールには触れないこと。 

・コース内の事故、ケガに対しては、責任を負いません。 

    ※注意事項及び競技委員の指示をお守り頂けない場合、ご入場、ご観戦をお断りしたり、ご退場いただくことがあり

ます。 

〔Ⅱ〕競技上事項 

(1) 欠場者のあった場合、組合せおよびスタート時間を変更することがある。 

(2) プレー中はルールブック（2014 年度版）と目土袋、スコップ を常に携帯すること。 

(3) 目土袋、スコップ、ルールブック、傘、雨具等の貸し出しは行わない。 

(4) スタートの 15 分前には、必ずティーインググランド付近に待機すること 。 

(5) スコアカードは指定のカードを使用し、スタート時に配布する。 

(6) ルールその他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。事後のクレーム等は一切認めない。 

 



 

 

〔Ⅲ〕会場案内 

 

会 場   日高カントリークラブ 埼玉県日高市高萩 1203    TEL 042-989-1311 

交 通   西武新宿線「狭山市駅」下車、タクシー約 20 分 

クラブバス   【競 技 日】：行き 武蔵高萩駅より 6：25、6：48 の特別運行 

       帰り ゴルフ場で確認すること 

【指定練習日】：運行しない 

宿 泊 所   新狭山第一ホテル (TEL 04-2952-0001) 

           ホテル・ヘリテイジ飯能 sta.(TEL 042-975-1313) 

 

会 場   横浜カントリークラブ 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町 1025  TEL 045-351-1001  

交 通   JR 横須賀線「東戸塚駅」下車、タクシー約 5 分 

クラブバス   【競 技 日】・【指定練習日】平常運行 ※詳細は横浜ＣＣホームページ参照 

 

会   場   藤ヶ谷カントリークラブ 千葉県柏市泉 2348   TEL 04-7191-4161 

交 通   ＪＲ常磐線「柏駅」下車、タクシー約 20 分        

クラブバス         【競 技 日：運行しない】 ・ 【指定練習日：通常営業】 

宿 泊 所    柏プラザホテル（TEL 04-7147-1111） 

                 柏第一ホテル（TEL 04-7162-1111） 

    ザ・クレストホテル柏（TEL 04-7146-1111） 

 

会 場   浜野ゴルフクラブ  千葉県市原市永吉 937    TEL 0436-52-3111 

交 通   JR 京葉線「蘇我駅」下車、タクシー約 20 分 

クラブバス   【競 技 日】：行き 蘇我駅より 7:10、7：40 

帰り  蘇我駅行き（時間は当日の状況による。各自確認すること） 

                             ※行き帰りともに予約制 なので、必ずゴルフ場へ予約をすること。 

           【指定練習日】：通常営業（行き蘇我駅より 7：10、8：25） 

※行き帰りともに予約制 なので、必ずゴルフ場へ予約をすること。 

 宿 泊      ホテルソガインターナショナル(TEL 043-266-1511) 

   アーバンホテル三幸(TEL 043-268-8611) 

               ドーミーイン蘇我(TEL 043-261-2590) 

 

会 場    茨城ゴルフ倶楽部  茨城県つくばみらい市小島新田   TEL 0297-58-1216 

交 通  つくばエクスプレス「みらい平駅」下車、タクシー約 5 分。 

クラブバス   【競 技 日：運行しない】 ・ 【指定練習日：運行しない】 

 

会 場  鎌ヶ谷カントリークラブ 千葉県鎌ヶ谷市中沢 1348    TEL 047-444-4111 

交 通   JR 総武線、地下鉄東西線「西船橋駅」下車、タクシー約 30 分 

           東武野田線「鎌ヶ谷駅」下車、タクシー約 5 分 

クラブバス   【競 技 日：運行しない】 ・ 【指定練習日：通常営業】 

宿 泊 所    船橋グランドホテル（TEL 047-425-1121） 

          東横イン千葉新鎌ヶ谷駅前（TEL 047-774-1045） 



■食べ物のクラブハウス内持ち込み禁止の件 
 
別紙注意事項にも記載のとおりマナー、衛生面上からも クラブハウス内への食べ物の

持ち込みは厳禁 です。 
また、ロッカー等での飲食は禁止としております。指定箇所以外で飲食をした場合、た

だちに退場頂く場合もありますのでご注意ください。 
※ギャラリーの方も同様です。 
 
 
■ゴルフバッグの運搬の件 
 
今年度予選競技は、ゴルフバックの運搬をキャディーが行います。 
（但し、日高ＣＣ指定練習日は除く） 
 
 
■キャディーの件 
 
ジュニアゴルファーとして、目土は、各自持参した目土袋を使用してください。また、ク

ラブは自らカートまで取りに行く等キャディーに頼らず、セルフプレーを心がけてくださ

い。 
 
 
■競技用スコアカードの件 
 
競技日は 『競技用スコアカード』を使用します。 
競技に使用する正式なスコアカードは競技日当日スタート時に配布します。 
記入方法等が不明の選手は、事前に関東ゴルフ連盟までご連絡ください。 
なお、指定練習日は、倶楽部の通常営業スコアカードを使用してください。 
※ご参考までに下記に競技日に使用する『競技用スコアカード』と同様の見本を掲載

しております（競技日に配布するものは、正式な競技名、競技者名、ヤーデージ等が

印刷されたものです）。 
 
≪見本≫ 
 

 



横浜カントリークラブ 

 
1. 予選通過者数   ：関東ゴルフ連盟ホームページで発表する（7月上旬発表）。 

※タイが生じた場合は、マッチング・スコアカード方式(付属規則 I(C)参照)にて決定する。 

 [マッチング・スコアカード方式] 

最終 9 ホール(No.10～No.18)の合計スコア、6 ホール(No.13～No.18)の合計スコア、3 ホール(No.16～No.18)の合

計スコアの順で決定し、なお決定しない場合は 18 番ホールのスコアで決定する。上記により決定できない場合は、

17 番、16 番の順で各ホールのスコアを比較して決定する。 

2. 指定練習日    

・7 月 14 日（月）、16 日（水）、17 日（木）、18 日（金）の 4 日間で 1 人 1 回練習できる。 

・事前に予約を行うこと。予約は必ず「関東ジュニアゴルフ選手権参加者」として 直接ゴルフ場へ申し込むこと。 

・受付電話番号：045-351-1001  受付期間：7 月 17 日（木）まで  受付時間：各日 9:00～17:00 

・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）。 

・選手のみで一般プレーヤーの同伴は認めない。 

・スタート 15 分前には、必ずティーインググランド周辺に待機すること。 

※学校の登校日や試験などの公式行事により上記の指定練習日に練習できない者は、学校が発行する証明書、届出書、

理由書などを関東ゴルフ連盟事務局へ必ず提出の上、日程によっては、他の日にラウンドができる場合がある。希

望する日にちを決め、関東ゴルフ連盟まで連絡すること（1 人 1 回、平日に限る）。 

3. オープン時間   ：競 技 日【クラブハウス 6：30】【レストラン 6：30】【練習場 6：30】 

：指定練習日【通常営業】 

4. レストラン営業   ：競技日、指定練習日とも【朝：する】【昼：する】 

※食事の持込み、ロッカー内での飲食は厳禁とする。 

5. 売店営業   ：競技日、指定練習日とも【ハウス内：する】【コース内：する】 

6. 浴室利用   ：競技日、指定練習日とも【利用可】 

7. 携帯電話   ：駐車場のみ使用可 

（但し、コース内では、ゴルフ規則裁定集 14-3/18 で許される範囲の使用を除く) 

8. 練習場使用クラブ制限  ：なし 

9. アプローチ、バンカー練習場 ：使用禁止（※指定練習日も同様） 

10. ゴルフシューズ制限  ：メタルスパイク禁止 

11. ゴルフバック   ：競技日、指定練習日ともキャディーが運搬する 

12. 【半ズボンの着用：可（ソックスは踝の隠れるもの）】・【サングラスの着用：可】・ 

【機能性アンダーウェアーの着用：可】 

13. 予備日   ：7 月 28 日（月） 

14. 【重要】ゴルフ場利用税非課税措置に関する手続きについて 

受付時に専用の利用者署名簿に必要事項を記入すること。受付時に書類の提出や「学生証」の提示は必要ない。受付

の混雑が予想されるので、すみやかに手続きを済ませること。手続きは指定練習日、競技日ともに必要。 

なお満 18歳の選手は対象とならない。 

 

【ギャラリーについて】 

1. 別紙ドレスコードを守ること。 

2. クラブハウス内の立ち入りは可とする。食事は、現金精算でとることができる。席の制限があるので注意すること。 

3. コース内の立ち入りは、1 番・10 番ティーインググラウンド周辺、および 9 番・18 番グリーン周辺は可とする。 

4. 携帯電話は、駐車場のみ使用可とする。 




