平成 30 年度

関西学生男子春季１部校学校対抗戦

l

主催

関西学生ゴルフ連盟

l

日時

平成 30 年 6 月 4.5 日（月、火）

l

使用コース

宝塚ゴルフ倶楽部(新コース)

l

住所

宝塚市蔵人字深谷 1391-1

電話番号

0797-71-2251

1.

〒665-0023

ゴルフ規則
JGA ルール（2016 年度以降）、関西学生ゴルフ連盟規約・競技規定
本競技ローカル・ルールを適用する。ただし、1,9 番ホールにおいての球が白
赤杭の境界線を越えて停止した時は、球を拾い上げて進行ホールの境界側の
ラフ内でピンに近づかない箇所に「１打付加」しドロップしてプレーしなけ
ればならない。というルールは適応しない。

2.

プレーの条件
(ア) 1 日 36 ホール・ストロークプレー、2 日間 54HS・ストロークプレーとする。
5 名中 4 名の合計ストローク数により順位を決定する。
(イ) 使用ティー

青マーク

par71 6728yard

(ウ) ノータッチ
(エ) OB 打ち直し
(オ) 合計ストローク数が相等しき場合は 2 日目の 4 名の合計ストロークにより決
定、5 番目のストロークにより決定、さらに相等しき場合は、４,3,2,1 番目の
順にそれぞれのストローク数の少ない学校を上位とする。
(カ) 選手の交代は 1R ごとにおこなえるものとする。
(キ) 2 日目の対戦表は初日終了後に提出すること。(競技委員の指示に従うこと)
2-2.

エントリー人数
本競技ではエントリー可能人数を各校７名までとする。

3.

出場資格
男子１部校及び、本年度関西学生男子春季 2・3 部校学校対抗戦の優勝校

4.

取得権利

上位 4 校は本年度全日本大学ゴルフ対抗戦の出場権を得る
5.

競技終了
本大会は、競技担当の成績発表がなされた時点をもって終了とする。

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を認める。

7.

参加申込
所定の参加申込書に必要事項を記入の上、非課税用紙(各日分)とエントリー費振込
明細書つけて関西学生ゴルフ連盟に提出すること。

8.

申込締切日
5 月 19 日(土)

15：00 まで(振り込みの領収書を同封の上でエントリーすること)

※正当な理由なく申込期限に遅れた場合、原則として本大会の出場を認めない。
9.

個人情報に関する同意内容
本大会競技申込書により、当連盟が取得する個人情報は、次の目的のみ利用する。
(1)本大会の参加資格の審査
(2)本大会の開催及び運営に関する義務
これには、大会の開催に際し、大会関係者(報道関係者を含む)に対する参加者の
氏名、生年月日、所属(学校名、学年)、並びに大会の競技結果の公表を含む
(3)この申込書による参加者の個人情報と、その選手権における競技結果の記録の
保存、並びに大会終了後において必要に応じ、そのうち上記(2)記載の公表事項
の適宜の方法による公表。
尚、申込書を提出した時点で、個人情報に関して同意したこととみなす。

10. 参加料金等
金額

支払日

支払い方法

エントリーフィ

¥50000

5 月 19 日(土)

振り込み

プレーフィ

1R¥2960

最終日

学連本部にまとめ

(練習ボール代含

(6 月 5 日)

て提出

む)
2R¥2700
食事代

なし

なし

なし

パーティー代

¥1080

最終日

学連本部にまとめ

(6 月 5 日)
※エントリー振込先

三菱東京 UFJ 銀行

口座番号 0628062

普通

大学コード

て提出

大阪西支店（店番号 545）
RHM

大学名

主将名

11. 開門時間
5 : 40

(早くから門の前で並ばないこと。)

※門のすぐそばに老人ホームがあるため、エンジン音・ステレオ音が
迷惑となりますので注意すること。
なお、練習ラウンドの開門時間は 6:00
12. 開会式
集合後。
13. 閉会式
最終日、掲示板にて場所と時刻を掲示する。
14. リーグ戦主将会議
6 月２日（土）代表者出席のこと
15. 集合時間
1 日目

集合

6：00

スタート

6：30

2 日目

集合

7：00

スタート

7：30

練習ラウンド

集合

7：30

スタート

8：00

（５月１８日・２３日・指定練習日２８日）
試合日はスタート時間 10 分前になりましたら 1 番 10 番にて集合をかけます。
※無断欠席者は関西学生ゴルフ連盟規約第 25 条第 1 項①に違反したものとし第 2
項③を適用し 6 ヶ月間の出場停止とする。練習ラウンドの集合時間までに欠席届
を本大会競技担当まで持ってくること。
16. 練習場
打球練習

あり（5 日の 12 時から各校数人ずつ球拾い）
※28 日は各校１ブースのみ使用可。
※各選手１日１カゴのみ使用可。

練習グリーン

開門後使用可能
※二日間とも IN 側のグリーンのみ使用可。
※グリーン上へは選手以外立ち入り禁止。

※練習ラウンド後は、学連のドローが帰って
くるまで可。ラウンド後は、最終組が上がっ
てから 30 分まで可。
アプローチ・バンカー

なし

17. ギャラリー（応援・監督）
練習グリーンへの立ち入り禁止
学生は、1 番 10 番のティーショット、9 番 18 番のグリーン観戦可
監督・コーチは、各大学２名までコース内での観戦可
※歩行かつスパイクでの観戦のみ
（その際、必ず学連の所へネームタグをもらいに来ること、また各日ネームタグ
を返却すること。返却のない場合は次の日の立ち入りを認めない。）
また、学生ギャラリーの携帯電話の使用は不可とする。撮影用の各大学１名使用
を許可する。使用者は、本部に申請用紙を提出すること。
18. 指定練習日
平成 30 年 5 月 28 日（月）
※無断欠席者は関西学生ゴルフ連盟規約第 25 条第 1 項①に違反したものとし第 2
項③を適用し６ヶ月間の出場停止とする。練習ラウンドの集合時間までに欠席届
を本大会競技担当まで持ってくること。
19. 服装・頭髪
服装・頭髪は関西学生ゴルフ連盟規約に依る。
※服装違反者は厳重注意とし、その日は天候にかかわらずレインウェアを着用し
てラウンドさせる。頭髪は練習ラウンド、本選にかかわらずスタート時間までに
黒彩を購入し染めてからラウンドに臨むこと。
※頭髪違反者は関西学生ゴルフ連盟規約第 25 条第 1 項①に違反したものとし第 2
項①を適用し本大会を出場停止とする。
20. スロープレーの撲滅対策として
(ア) PAR３のホールに於いて後続組が先行組（全員の球がグリーンに乗っていな
い）に追いついた場合、先行組はグリーン上の球をマーク後拾い上げ、後続
組のティーショットを打たせること。
(イ) ハーフ 2 時間 10 分以上、又は最終ホール時、先行組と 15 分以上離れた場合、

理由なく先行組と 1 ホール以上離れた場合、1 度目は警告、2 度目は 2 打罰、
3 度目は競技失格とする。
(ウ) 特定の個人による明らかな遅延と競技委員が判断した場合、1 度目は警告、警
告された選手は 1 ストローク 1 分以内でプレーしなければならない。その時
間を超過した場合、2 打罰を課す。
(エ) タイムパーを採用する。
タイムパーは前半 9 ホールのみ 2 時間 10 分で作成する。
時間を計測するのは 3 箇所とする。
そのドロー全員に 1 度目は警告、2 度目は 2 打罰、3 度目は競技失格とする。
2.

注意事項
(ア) 競技終了後、アテスト会場に各大学 2 名ずつ、ディポット埋めと駐車場整理
のために集合すること。またアテスト終了後はバックを速やかに車に積み込
み、バック置き場にたまらないこと。余った土は目土箱に返すように。
(イ) ゴミは各自で持って帰ること。
(ウ) 車は奥から止めること。P２駐車場を使用すること。
なお P２駐車場が満車の場合、P３駐車場の入り口から見て下段の駐車場に駐
車すること。2 日目は各学校、１０台の台数制限をしている。
(エ) ハーフターンの時間は掲示板にて掲示。
(オ) ルールが不明な場合、2 ボールプレーをしてその旨をアテスト時に大会担当に
報告すること。
(カ) アテスト後は学連の指示に従うこと。
(キ) 学生ゴルファーとして自覚ある行動をとること。従業員の方、コース管理の
方には必ず挨拶すること。
(ク) トイレのハンドタオルは使用せず紙タオルを使用する事。
(ケ) コース内のトイレ使用可。従業員用トイレ、スタート室の横のトイレ（新コ
ース 10 番）、新コース OUT 下の女子トイレ使用可。きれいに使用すること。
(コ) クラブハウス・食堂・茶店の使用不可。
(サ) 練習ラウンド 2 ボールプレー禁止（大学単位累積）
※見つけた場合、1 度目は厳重注意、2 度目は主将の反省文、3 度目は全ての
試合で大学の枠を男女ともに 1 つ減らす。
(シ) 猪等により荒らされた場所は、修理地とされていなくても修理地扱いとする。
(ス) 樹木の巻物施設はコースと不可分の部分とする。
(セ) 2 日目の折り返しの際、学連がギャラリーを誘導するので 9:50 まで駐車場で
待機すること。

(ソ) ゴルフ場の敷地内は全面禁煙とする。（車内外問わず）
これの違反を発見した場合、喫煙者が所属する大学は本競技失格・喫煙者は
本連盟主催競技を６ヶ月間出場停止とする。
(タ) コース付近での応援中の部員による、携帯電話の不要な使用を禁ずる。 （各
大学１名、応援中の部員の持ち込みを許可する。なお、１組目のスタート前
に本部に届け出ること）
(チ) 競技２日目の 12 時に各大学２名ずつ練習場の球拾いのため集合すること。

競技担当

石川

紗和子

電話番号

石川

090-4306-4132

副担当

玉田憲一郎

競技委員長

楠

直也

関西学生ゴルフ連盟

