
  1/7 

平成 26 年度 関東ジュニアゴルフ選手権 競技規定 
 

主催：関東ゴルフ連盟(KGA) 
HP：www.kga.gr.jp 
関東ブロック予選競技、決勝競技  
後援：関東高等学校ゴルフ連盟  

《予選、決勝 共通》 
1. 期日及び場所 

◎予選 
予選競技は、参加する部門、在校の所在地により出場するブロックが異なるので、詳細は後記の≪予選≫を確認

すること。 
 
【男子 15 歳～17 歳の部】 
●関東ブロック 
新潟県、山梨県、茨城県、千葉県、東京都、静岡県の在校者は、関東ブロック予選に参加すること。 
 

第 1 ブロック：日高カントリークラブ 東・西・南コース 
日程：7 月 22 日(火)  〒350-1213 埼玉県日高市高萩 1203 
      TEL042-989-1311 

第 2 ブロック：横浜カントリークラブ・東コース 
日程：7 月 22 日(火)  〒240-0035 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町 1025 
      TEL045-351-1001 

●各県ブロック 
長野県、群馬県、栃木県、埼玉県、神奈川県の在校者は、各県ブロック予選に参加すること。 
 

長野ブロック：塩嶺カントリークラブ しらかば・りんどうコース 
日程：5 月 6 日(火)  〒399-0651 長野県塩尻市大字北小野 4956 
      TEL0263-56-2211 

群馬ブロック：ローズベイカントリークラブ 
日程：5 月 11 日(日)  〒379-0105 群馬県安中市小俣 1037 
      TEL027-382-4111 

栃木ブロック：日光カンツリー倶楽部 
日程：6 月 27 日(金)  〒321-1421 栃木県日光市所野 2833 
      TEL0288-54-2128 

埼玉ブロック：狭山ゴルフ・クラブ 西・東・南コース 
日程：7 月 14 日(月)  〒358-0041 埼玉県入間市下谷ケ貫 492 
      TEL042-936-1321 

神奈川ブロック：レイクウッドゴルフクラブ・西コース 
日程：5 月 6 日(火)  〒259-0105 神奈川県中郡大磯町黒岩 169 
      TEL0463-72-1150 

 
【男子 12 歳～14 歳の部】 
●関東ブロック 
新潟県、山梨県、茨城県、千葉県、東京都、静岡県の在校者は、関東ブロック予選に参加すること。 
 

第 1 ブロック：藤ヶ谷カントリークラブ 
日程：7 月 22 日(火)  〒270-1456 千葉県柏市泉 2348 
      TEL04-7191-4161 

第 2 ブロック：浜野ゴルフクラブ 
日程：7 月 22 日(火)  〒290-0168 千葉県市原市永吉 937 
      TEL0436-52-3111 

 
●各県ブロック 
長野県、群馬県、栃木県、埼玉県、神奈川県の在校者は、各県ブロック予選に参加すること。 
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長野ブロック：塩嶺カントリークラブ しらかば・りんどうコース 
日程：5 月 6 日(火)  〒399-0651 長野県塩尻市大字北小野 4956 
      TEL0263-56-2211 

群馬ブロック：ローズベイカントリークラブ 
日程：5 月 11 日(日)  〒379-0105 群馬県安中市小俣 1037 
      TEL027-382-4111 

栃木ブロック：日光カンツリー倶楽部 
日程：6 月 27 日(金)  〒321-1421 栃木県日光市所野 2833 
      TEL0288-54-2128 

埼玉ブロック：狭山ゴルフ・クラブ 西・東・南コース 
日程：7 月 14 日(月)  〒358-0041 埼玉県入間市下谷ケ貫 492 
      TEL042-936-1321 

神奈川ブロック：レイクウッドゴルフクラブ・西コース 
日程：5 月 6 日(火)  〒259-0105 神奈川県中郡大磯町黒岩 169 
      TEL0463-72-1150 

 
【女子 15 歳～17 歳の部】 
●関東ブロック 
新潟県、山梨県、茨城県、千葉県、東京都、静岡県の在校者は、関東ブロック予選に参加すること。 
 

第 1 ブロック：茨城ゴルフ倶楽部・西コース 
日程：7 月 22 日(火)  〒300-2352 茨城県つくばみらい市小島新田 
      TEL0297-58-1216 

●各県ブロック 
長野県、群馬県、栃木県、埼玉県、神奈川県の在校者は、各県ブロック予選に参加すること。 
 

長野ブロック：塩嶺カントリークラブ しらかば・りんどうコース 
日程：5 月 6 日(火)  〒399-0651 長野県塩尻市大字北小野 4956 
      TEL0263-56-2211 

群馬ブロック：ローズベイカントリークラブ 
日程：5 月 11 日(日)  〒379-0105 群馬県安中市小俣 1037 
      TEL027-382-4111 

栃木ブロック：鹿沼カントリー倶楽部 黄金・南 OUT コース 
日程：6 月 11 日(水)  〒322-0532 栃木県鹿沼市藤江町 1545-2 
      TEL0289-75-2131 

埼玉ブロック：狭山ゴルフ・クラブ 西・東・南コース 
日程：7 月 14 日(月)  〒358-0041 埼玉県入間市下谷ケ貫 492 
      TEL042-936-1321 

神奈川ブロック：レイクウッドゴルフクラブ・西コース 
日程：5 月 6 日(火)  〒259-0105 神奈川県中郡大磯町黒岩 169 
      TEL0463-72-1150 

 
【女子 12 歳～14 歳の部】 
●関東ブロック 
新潟県、山梨県、茨城県、千葉県、東京都、静岡県の在校者は、関東ブロック予選に参加すること。 
 

第 1 ブロック：鎌ヶ谷カントリークラブ 中・西コース 
日程：7 月 22 日(火)  〒273-0118 千葉県鎌ケ谷市中沢 1348 
      TEL047-444-4111 

●各県ブロック 
長野県、群馬県、栃木県、埼玉県、神奈川県の在校者は、各県ブロック予選に参加すること。 
 

長野ブロック：塩嶺カントリークラブ しらかば・りんどうコース 
日程：5 月 6 日(火)  〒399-0651 長野県塩尻市大字北小野 4956 
      TEL0263-56-2211 

 



  3/7 

群馬ブロック：ローズベイカントリークラブ 
日程：5 月 11 日(日)  〒379-0105 群馬県安中市小俣 1037 
      TEL027-382-4111 

栃木ブロック：鹿沼カントリー倶楽部 黄金・南 OUT コース 
日程：6 月 11 日(水)  〒322-0532 栃木県鹿沼市藤江町 1545-2 
      TEL0289-75-2131 

埼玉ブロック：狭山ゴルフ・クラブ 西・東・南コース 
日程：7 月 14 日(月)  〒358-0041 埼玉県入間市下谷ケ貫 492 
      TEL042-936-1321 

神奈川ブロック：レイクウッドゴルフクラブ・西コース 
日程：5 月 6 日(火)  〒259-0105 神奈川県中郡大磯町黒岩 169 
      TEL0463-72-1150 

 
 ◎決勝 
  【男子】7 月 30 日(水)31 日(木) 8 月 1 日(金) 

相模原ゴルフクラブ・東コース 
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台 4-30-1     TEL042-776-8811 

 【女子】7 月 30 日(水)31 日(木) 8 月 1 日(金) 
千葉カントリークラブ・野田コース 
〒278-0041 千葉県野田市蕃昌 4                TEL04-7122-3531 

 
2. ゴルフ規則 日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則及び本競技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. 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。 
5. 使用球の規格 『公認球リストの条件・規則付 I(c)1b』を適用する(ゴルフ規則 175 ページ参照)。 
6. 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』を適用する(ゴルフ規則 174 ページ参照)。 
7. キャディー 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。なお、プレー形式は共用のキャディーとする。但し、会場により、正規のラウンド

中、プレーヤーのキャディーの使用を禁止する。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)。 
※キャディー使用の条件は、組み合わせ表発表とともに通知する。 

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 下記(1)～(5)すべてに該当する者に参加資格を付与する。 

(1) JGA ジュニア会員であること。 
(2) 原則として関東地区在校の者であること。 
(3) NEW J-sys に登録されていること。 
(4) 18 ホールを平均 100 ストローク以内でラウンドできること。 
(5) 年齢区分は下記の通りとする。 

・15 歳～17 歳の部 
 1996 年（平成 8 年）4 月 2 日より 1999 年（平成 11 年）4 月 1 日の間に誕生の者 
・12 歳～14 歳の部 
 1999 年（平成 11 年）4 月 2 日より 2002 年（平成 14 年）4 月 1 日の間に誕生の者 

※1. 本競技の上位者には日本ジュニアゴルフ選手権の出場資格が付与されるため、本年度他

地区連盟主催の日本ジュニアゴルフ選手権の選手選考になる競技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プレーヤーの参加

資格を取り消すことができる。 
※3. 関東地区とは、KGA 管轄の 1 都 10 県（新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、埼玉、千

葉、東京、神奈川、静岡）をいう。 
10. 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
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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) 競技の開催及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(組み合わ

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、学生の場合、学校名学年)、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、その競技における競技結果

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。 
11. 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・映画・ラジオ・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)にかかるプレーヤーの肖像権(収録物等にかかるプレーヤー

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。 
12. 注意事項 (1)アマチュア資格規則にご注意ください。参加申込の際は自身のアマチュア資格を確認した 

上で申し込み願います。なお、不明な点は日本ゴルフ協会ホームページ(www.jga.or.jp)
や日本ゴルフ協会発行の『ゴルフ規則(付)アマチュア資格規則』等を参照願います。 

(2) 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ります。 
(3) 申込受付状況に関する情報は KGA ホームページに掲載し、逐次更新いたしますのでご確

認ください。 
 

《予 選》 
1. プレーの条件 18 ホール・ストロークプレー 
2. 参加資格 (1)《予選、決勝 共通》第 9 項該当者 

(2) KGA 特別承認者(※1) 
※1. 参加資格(2)の KGA 特別承認者については、競技委員会の判断により NEW J-sys 登録

されていなくとも参加を承認することがある。 
3. 定員 各ブロックとも人数の制限はない。 
4. ブロック ブロックを選択することはできない。 

原則として所属する学校の所在地により下記の様に振り分ける。但し、特別な理由がある場合

は競技委員会承認後、在住地により下記の様に振り分ける。詳細は KGA まで連絡すること。 
(1) 本予選競技に参加する者は、複数ブロックへの参加申込は認めない。複数ブロックに参 
 加申込した場合は本予選競技の参加申込をすべて取り消す。この場合、参加料は返金しな

い。また複数ブロックに参加申込した者がすでに予選競技に出場し、予選を通過している場

合は決勝競技出場資格を取り消す。この場合、次位の者を繰り上げる。 
(2) ブロックに関する個別の要望や依頼は一切受け付けない。締切後、ブロック決定等の理由   
 により参加を取り消ししても参加料の返金は認めない。 
【男子 15 歳～17 歳の部】 
日高カントリークラブ 東・西・南コース  新潟県、東京都 
横浜カントリークラブ・東コース   山梨県、茨城県、千葉県、静岡県 
塩嶺カントリークラブ しらかば・りんどうコース 長野県 
ローズベイカントリークラブ    群馬県 
日光カンツリー倶楽部    栃木県 
狭山ゴルフ・クラブ 西・東・南コース  埼玉県 
レイクウッドゴルフクラブ・西コース   神奈川県 
※日高カントリークラブの出場コースは、申込締切後に KGA ホームページで発表する。 
※狭山ゴルフ・クラブの出場コースは、埼玉県ゴルフ協会より発表する。 
【男子 12 歳～14 歳の部】 
藤ヶ谷カントリークラブ    新潟県、山梨県、茨城県、千葉県、静岡県 
浜野ゴルフクラブ     東京都 
塩嶺カントリークラブ しらかば・りんどうコース 長野県 
ローズベイカントリークラブ    群馬県 
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日光カンツリー倶楽部    栃木県 
狭山ゴルフ・クラブ 西・東・南コース  埼玉県 
レイクウッドゴルフクラブ・西コース   神奈川県 
※狭山ゴルフ・クラブの出場コースは、埼玉県ゴルフ協会より発表する。 
【女子 15 歳～17 歳の部】 
茨城ゴルフ倶楽部・西コース   新潟県、山梨県、茨城県、千葉県、 
        東京都、静岡県 
塩嶺カントリークラブ しらかば・りんどうコース 長野県 
ローズベイカントリークラブ    群馬県 
鹿沼カントリー倶楽部 黄金・南 OUT コース 栃木県 
狭山ゴルフ・クラブ 西・東・南コース  埼玉県 
レイクウッドゴルフクラブ・西コース   神奈川県 
※狭山ゴルフ・クラブの出場コースは、埼玉県ゴルフ協会より発表する。 
【女子 12 歳～14 歳の部】 
鎌ヶ谷カントリークラブ 中・西コース  新潟県、山梨県、茨城県、千葉県、 
        東京都、静岡県 
塩嶺カントリークラブ しらかば・りんどうコース 長野県 
ローズベイカントリークラブ    群馬県 
鹿沼カントリー倶楽部 黄金・南 OUT コース 栃木県 
狭山ゴルフ・クラブ 西・東・南コース  埼玉県 
レイクウッドゴルフクラブ・西コース   神奈川県 
※狭山ゴルフ・クラブの出場コースは、埼玉県ゴルフ協会より発表する。 

5. 各県ブロック問い合わせ団体 
長野ブロック 長野県ゴルフ協会 H P：www.naganogolf.jp 
      T E L：026-238-3080 
群馬ブロック 群馬県ゴルフ協会 H P：www.golf-gunma-asc.gr.jp 
      T E L：027-253-2570 
栃木ブロック 栃木県ゴルフ連盟 H P：www.t-golf.jp 
      T E L：028-621-0411 
埼玉ブロック 埼玉県ゴルフ協会 H P：www.saitamaken-ga.jpn.org 
      T E L：048-833-3220 
神奈川ブロック 神奈川県ゴルフ協会 H P：www.knga.org 
      T E L：045-680-5621 

6. 通過者 各ブロックからの通過者数は各ブロックの申込者数の比率をもって決定する。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。 
各ブロックの予選通過者数は、KGA ホームページで発表する。 

7. 参加申込 【関東ブロック】KGA ホームページで申し込みを受け付ける。 
【各県ブロック】第 5 項の対象の各団体で申し込みを受け付ける。 

詳細は、対象の各団体に確認すること。 
8. 申込受付開始 【関東ブロック】5 月 8 日（木）午前 10 時 

【各県ブロック】第 5 項の対象の各団体の規定、案内で確認をすること。 
※予選競技申込者で予選申込締切後に、決勝シードを取得した者は、KGA で自動的に決 

勝出場とする。各県で予選通過が決定している場合は、次位の者を繰り上げる。 

なお、すでに各県ブロックに予選申込している者は、参加料等の返金は行わない。 

9. 申込受付締切 【関東ブロック】6 月 5 日（木）午後 5 時 
【各県ブロック】第 5 項の対象の各団体の規定、案内で確認をすること。 

10. 参加料 【関東ブロック】：5,400 円(消費税含む) 
 本人または親権者が申し込む場合は、下記口座に参加者名で振り込むこと。 

ゴルフ部顧問が申し込む場合は、顧問が取りまとめ、下記口座に学校名で振り込むこと。 
「三井住友銀行 麹町支店（店番号 218） 普通預金口座 No7517705 
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）」 
(1) 参加料振込期限までに入金が確認できない場合、参加を認めない。 
(2) 申込締切後に参加を取り消した場合、参加料は返金しない(参加資格を喪失し出場できな

かった場合も含む)。 
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【各県ブロック】：第 5 項の対象の各団体の規定、案内で確認をすること。 
11. 参加料振込期限 【関東ブロック】：6 月 10 日(火)までに指定口座に入金しておくこと。 

【各県ブロック】：第 5 項の対象の各団体の規定、案内で確認をすること。 

12. 指定練習日 【関東ブロック】 
日高カントリークラブ 7 月 14 日（月） 
横浜カントリークラブ 7 月 14 日（月）、16 日（水）、17 日（木）、18 日（金） 
藤ヶ谷カントリークラブ 7 月 16 日（水）、17 日（木）、18 日（金） 
浜野ゴルフクラブ  7 月 17 日（木）、18 日（金） 
茨城ゴルフ倶楽部  7 月 14 日（月） 
鎌ヶ谷カントリークラブ 7 月 16 日（水）、17 日（木）、18 日（金） 
※予約方法等、指定練習日に関する詳細は、申込締切後に KGA ホームページで発表する。 
【各県ブロック】：第 5 項の対象の各団体の規定、案内で確認をすること。 

13. 賞 【関東ブロック】：第 1 位 予選ベストスコア賞 
       参加者 参加章 

【各県ブロック】：第 5 項の対象の各団体の規定、案内で確認をすること。 

 

《決 勝》 
1. プレーの条件 7 月 30 日(水) 第 1 ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 

7 月 31 日(木) 第 2 ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 
36 ホールを終わり、上位者が第 3 ラウンドに進出する。 
※各部門の通過者数は、後日 KGA ホームページで発表する。 
8 月 1 日(金) 第 3 ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 
※1. 本競技は“18 ホール終了”をもって成立とし、3 日間で 54 ホールを終了できなかった場合

は競技を短縮する。 
※2. 第 2 ラウンドの終了後、第 3 ラウンドのスタート時刻ならびに組み合わせが発表された後に

第 2 ラウンドまでの競技失格者等が出て、上位者のストローク数に変更があった場合でも

第 3 ラウンドに進出する選手は追加しない。 
2. 溝とパンチマークの規格 

『2010 年 1 月 1 日施行の溝とパンチマークの規格に適合するクラブの使用を求める競技の条

件』(裁定 4-1/1)を適用する。(付属規則Ⅱ5C 注 2 ゴルフ規則 199 ページ参照、2014-2015 ゴ

ルフ規則裁定集 76 ページ参照） 
3. 参加資格 (1)前年度関東ジュニアゴルフ選手権各部門上位 5 位 

※前年度男女 12 歳～14 歳の部、上位 5 位に該当する者が、本年の男女 15 歳～17 歳の部 

の年齢条件に該当しても参加資格は付与しない。 

(2) 本年度関東アマチュアゴルフ選手権決勝競技上位 5 位 
(3) 本年度関東女子ゴルフ選手権決勝競技上位 5 位 
(4) 本年度 JGA ナショナルチームメンバー(関東地区在校または在住の者) 
(5) 本年度本選手権予選競技通過者 
(6) KGA 特別承認者 
※1. 上記(1)～(3)(5)の該当者に欠場者が生じた場合、繰り上げは行わない。 
※2. 上記(1)(4)に定める参加資格を有する競技者が予選競技に出場した場合、予選免除の権

利を放棄したものとする。 
※3. 参加資格(6)の KGA 特別承認者については、競技委員会の判断により NEWJ-sys に登

録されていなくとも参加を承認することがある。 
4. 参加申込 第 3 項(1)～(4)の該当者は、KGA ホームページで申し込みを受け付ける。 

※第 3 項(2)(3)の該当候補者は、予選競技へ申し込むこと。該当者となったものは、KGA で 
決勝シードへ変更する。各県で予選通過が決定している場合は、次位の者を繰り上げる。 

第 3 項(6)の該当者は、直接 KGA へ申し込むこと。 
第 3 項(5)の該当者は、改めて申し込みを必要としない。 

5. 申込受付開始 5 月 8 日（木）午前 10 時から受け付ける。 
6. 申込受付締切 6 月 5 日（木）午後 5 時で締め切る。 
7. 参加料 5,400 円（消費税含む） 

競技日当日に各会場で支払うこと。但し、第 1 ラウンドスタート前までに欠場連絡をした者は、参

加申込を取り消し、参加料の支払いは必要としない。 
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8. 指定練習日 7 月 29 日(火) 
予約方法等、指定練習日に関する詳細については、後日 KGA ホームページで発表する。 

9. 賞 優勝者 KGA 杯(レプリカ)、メダル 
第 2 位～第 3 位 メダル 
参加者 参加章 

 
付記： 

本競技の上位者に本年度日本ジュニアゴルフ選手権競技(8月20日～22日 霞ヶ関カンツリー倶楽部)への出場資

格を付与する。通過者にタイが生じた場合は、最終ラウンドのスコアを比較し成績のよいプレーヤーを通過者とする。

それでも決まらない場合はマッチング・スコアカード方式により決定する。それでもなお、決まらない場合は 18 番ホ

ールよりのカウントバックとする。なお、18 番ホールよりのカウントバックでも決定しない場合は、「当該の委員会によ

るくじ引き」で決定する。欠場者が生じても次位の者は繰り上げない。各部門の通過者数は、決勝会場において発

表する。 


