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令和 2 年度関西学生男子秋季２部校学校対抗戦 

  

⚫ 主催    関西学生ゴルフ連盟 

⚫ 日時    2020 年 9 月 1 日（火） 

⚫ 使用コース KOMA カントリークラブ     

⚫ 住所    〒630-2301 奈良県奈良市月ヶ瀬石打 1456 

⚫ 電話番号  0743-92-0001 

⚫ FAX   0743-62-0602 

  

1. ゴルフ規則  

JGA（ルール 2019 年度のみ）、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  

  

2. プレーの条件  

(1) 1 日 18ホール・ストロークプレーとする 。 

  （OUT:東コース、IN：西コース） 

(2) 使用ティー  黒ティー使用  7140yd  

(3) ノータッチ  

(4) OBは全て打ち直し 

(5) 5 名中 4名の合計ストロークにより順位を決定する。（合計ストロークの相

等しき場合は、2 日目の 5 番目のストローク数により決定。更に相等しき

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）  

(6) KOMA カントリークラブの追加ローカル・ルールは当競技では使用しない。  

 

3. 出場資格 

男子２部校及び、関西学生男子秋季 3・4 部校学校対抗戦の上位 2 校   

  

4. 取得権利  

優勝校は、関西学生男子秋季１部校対抗戦の出場権利を得る。 

優勝校は、表彰式の際に関西学生男子秋季１部校学校対抗戦のオーダー表を提出

すること。 

（オーダー表はアテストの際に配布する。） 

下位２校は、3・4 部に降格。 

 

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の使用を認めない。 

カートを使用してラウンドする。ただし、乗車不可とする。 
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7. 参加申込  

所定の参加申込書（エントリー用紙）に必要事項を記入の上、リーグ戦オーダー

表とエントリー費振込明細書を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  

2020 年 8 月 15 日（土）15 時必着  

    ※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 ¥50,000円 8 月 22日(土) 

15:00 

関西学生ゴルフ連盟に振

り込み 

プレーフィ 1R 6,660 円 

カートフィ、1000 円

までの昼食補助込み 

各日プレー終了後 フロントにて個人精算 

減税用紙は試合当日の朝、受付の際に学連員に必ず提出すること。 

当日に用意できなかった場合は課税。 

※エントリー振込先 三菱東京 UFJ銀行 大阪西支店（店番号 545）普通  

口座番号 0628062 大学コード DH3M 大学名 主将名   

  

11. 開門時間  

6:00  

(早くから門の前で並ばないこと。) 

 

12. スタート時間 

7:30 トップスタート 

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 26条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。 
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13. 受付 

試合当日はスタート室付近で学連員が受付をする。 

（同場所をアテスト会場とする。） 

受付の際に選手全員検温をするため、各自受付に来ること。 

 

14. 開会式   

開会式は行わない。 

 

15. 閉会式   

上位３校の代表者２名で行う。最終日、掲示板にて場所と時刻を掲示する。 

 

16. 練習場 

打球練習 使用可能 コインは無料で１人１枚（選手

のみ） 

※スタート後使用不可 

※コインは各大学の代表者が大会本部まで

取りに来ること 

練習グリーン 開門後使用可能 

※15 時以降使用禁止 

アプローチ・バンカー 開門後使用可能 

※スタート後使用不可 

 

17. ギャラリー 

ゴルフ場に来場できるのは各校２名まで。 

コース内に立ち入りできるのは各校１名まで。 

ゴルフ場に到着次第、大会本部に検温コース立ち入り許可証を取りに来ること。 

 

18. 指定練習日 

指定練習日は定めない。 

各大学、ゴルフ場に直接電話予約を取ること。その際に団体戦の練習ラウンドの

旨を伝えると、試合と同じプレーフィでラウンドすることが出来る。 

1.5ラウンド、2ラウンドが可能な日もあるため、その際はゴルフ場に問い合わせ

ること。 

料金 1.5 ラウンドは 9,460 円、2 ラウンドは 12,260 円とする。（カートフィー、

1000 円までの昼食補助込み） 

（平日のみ） 

 

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  
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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  

  

21. 注意事項  

＊ロッカー、お風呂使用不可。 

＊選手は必ず昼食をレストランで摂ること。 

＊茶店、レストラン、マスター室前の氷・水・トイレは使用可能。 

＊精算はプレー終了後にフロントで個人精算する。 

＊洗面所は使用後必ずきれいにしておくこと。 

＊クラブハウス内に立ち入るときは、スパイクの芝を必ず落とすこと。 

＊コース内、クラブハウス内において挨拶を励行すること。 

＊ゴルフ場のゴミ箱使用可。（ティーイングエリア横の灰皿にごみを捨てないこ

と） 

＊ゴミは（カン・ビン、ペットボトル、生ごみ）必ず分別し、学連が指定する箇

所に集めること。 

＊車は指定されたところに止めること。 

    各大学台数制限 6 台とする。 

＊駐車場で靴や、シャツを車の外に置かないこと。エチケットマナーを守ること。 

＊駐車場にごみをおとさないこと。 

＊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、本競技失格・本連盟主催競技を 6カ月間出場停止と

する。 

＊応援の者の責任は各大学にあるものとする。 

＊目土ラウンドは行わないため、プレー中の目土を徹底すること。 

＊練習グリーン上に足跡がつかないように、場所を変えながら練習すること。 

＊練習グリーン上で長時間しゃべるなど、他の人の迷惑になるような行為はしな

いこと。 

＊駐車場にて車外でたむろしないこと。 

＊監督・コーチはレストラン使用可（現金精算）。 

＊選手は昼食を必ずレストランでとること。昼食を取らなかった場合でも代金は

返金しない。 
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競技担当 近藤 龍 

電話番号 近藤 080-5331-1238 

 

競技副担当 木戸 小夏 

 

競技委員長  川口 倖大 

 関西学生ゴルフ連盟 


