令和 3 年度関西学生男子秋季 1 部校学校対抗戦
⚫

主催

関西学生ゴルフ連盟

⚫

日時

令和 3 年 9 月６日～9 月１０日

⚫

使用コース 日野ゴルフ倶楽部
住所

〒529-1611 滋賀県蒲生郡日野杣 1146-1

電話番号

0748-52-2115

FAX

0748-53-1427

大会会長

白井 義雄

大会委員長

近藤 龍

大会競技委員長 高田 哲汰
大会会計
1.

岡山 史弥

ゴルフ規則
JGA ルール（2019 年度以降）
、関西学生ゴルフ連盟規約・競技規定
日野ゴルフ俱楽部ローカル・ルールを適用する。
競技方法

18 ホール・マッチプレーとする。
午前シングルス 8 ポイント

2.

午後ダブルス

8 ポイント

合計

16 ポイント

プレーの条件
(ア) 選手登録は 12 名までとする
(イ) 各日の対戦校は下記のとおり行う。
（色分けは、別紙スケジュール表を参照）

青

赤

黄

1 日目(9/6)

大阪学院 ― 関西

近畿 ― 甲南

同志社 ― 関西学院

2 日目(9/7)

同志社 ― 関西

大阪学院 ― 甲南

近畿 ― 関西学院

3 日目(9/8)

大阪学院 ― 関西学院

近畿 ― 同志社

甲南 ― 関西

4 日目(9/9)

関西学院 ― 甲南

大阪学院 ― 同志社

近畿 ― 関西

5 日目(9/10)

関西学院 ― 関西

大阪学院 ― 近畿

同志社 ― 甲南

① 勝利校を 3 点、引き分けは各校 1 点とし、順位は勝点をもって決定する。
② 勝ち点がタイの場合は総獲得ポイント数の多いチーム
③ さらにタイの場合はアップ数の合計が多いチーム
④ さらにタイの場合は残りホール数の多いチーム
⑤ さらにタイの場合は既存順位が上位のチーム の順で決定する
＊天候不順や日没などの原因で競技委員により競技続行が困難と判断とした場合、委員会
から指示が出るので選手は掲示板にて確認すること。
＊最優秀選手の選出においては 10R することを原則とする。勝率が相等しき場合、アップ
数の合計により更に相等しき場合には残りホールの合計の多い選手を最優秀選手とする。
(ウ)使用ティー 黒色のティーマーク
(エ)ノータッチ
(オ)OB 打ち直し
3.

取得権利
上位 4 校は、第 6４回信夫杯全日本大学対抗ゴルフ選手権の出場権を得る。

4.

出場資格
１：大阪学院大学

４：関西学院大学

２：近畿大学

５：甲南大学

３：同志社大学

６：関西大学

5. キャディー
規則 10.3a は次のように修正される。プレーヤーはラウンド中キャディーを使用して
はならない。
6.

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。

7.

競技の成立
荒天等により全てのマッチが終了しなかった場合は以下のようにする。
① シングルス及びダブルスマッチ（36H）の開催が不可能と判断した時には、（規定
のスタート時間（6：00）から 30 分を経過してもスタートが不可能な場合）ダブ
ルス（3 試合）を優先して行う。マッチの勝敗はダブルスの結果をもって決定する。

② 全チームの全てのマッチが終了している場合のみ、勝敗を決定する。2 校の全ての
マッチが終了している場合でも、他チームの全てのマッチが終了していない場合、
全チームアールスクエア（引き分け）とする。
③ 当日中に 18 ホールのマッチが全て不可能と判断した時には、両校オールスクエア
（引き分け）とする。
④ 本大会の全てのマッチは１８ホールにて終了とし延長は行わない。
8.

ミーティング
１日目のシングルスの主将会議は 9 月５日（日）午後 1５時より
場所：日野ゴルフ倶楽部 Queen コース館内
日時：9 月６日（月）～9 月１０日（金）シングルス終了後、ダブルス終了後
場所：大会本部
＊マスク着用を徹底すること。
＊ミーティングには、必ず主将が出席すること。
＊全日程分の減税用紙を９月 5 日に必ず提出すること。尚、不備があれば無効となる
ため、注意すること。
＊ミーティングに欠席及び遅刻した大学は、翌日の午前シングルスを全員失格とする。
＊やむを得ず主将がミーティングを欠席・遅刻する場合は代理人をたて、その旨を常
任委員まで報告すること。
＊服装は規定の服装又はユニフォームを着用し、ブレザー着用、革靴とする。
＊翌日の午前シングルスの対戦表、練習ラウンド者名簿を提出すること。

9.

開会式
実施なし。

10. 閉会式
日時：9 月 10 日（金）

競技終了後

場所：日野ゴルフ倶楽部 Queen コース館内
＊各大学代表者 2 名
＊マスク着用を徹底すること。
＊服装は統一されたユニフォームまたは無地の襟付きシャツ、ブレザー着用、
革靴とする。

11. スタート
全日午前 6 時 00 分 スタート
スタート時間の 10 分前には出場選手全員スタートホールに集合すること
無断欠席・遅刻した選手は、６ヶ月間の出場停止とする。

注意事項
10. 試合
＊キャディー不可。
（カート使用・乗車可）
＊今大会に限りカート乗車を許可するが、カートは基本的に自動走行を使用する事。
＊カートへのキャディバックの積み込み・積み下ろしは各自で行うこと。また、ラウ
ンド終了後は全てのゴミをカートから片付け、使用前の状態に整頓すること。
＊連盟員証、ルールブック、目土袋、スコップ、グリーンフォーク不携帯者は失格。
＊ボールマークの修復、ディボット埋めは徹底すること。(ディボット埋めは盛りすぎ
ないように)
＊ルールで不明な点があれば、その場で止まり後続組をパスさせること。
2 ボールプレーをしないこと。
その為、選手の携帯電話の所持を許可する。
（携帯の使用は同伴者全員が、委員会に
連絡が必要であると判断した時のみに限る）
＊ピンポジションは保管しておくこと。
＊結果報告は勝者のみ（ダブルスは 2 人とも）但し、オールスクエアの場合は両方の
選手が結果報告すること。その際、マスク着用・手指の消毒を徹底すること。
＊ローカル・ルールは Queen コース館内、マスター室前に掲示。
＊1Ｒ終了時、キャディバックは駐車場の車内もしくは、マスター室横のキャディバッ
グ置き場に大学ごとに置くこと。
（バック置き場に置く際は、奥から詰めて置くこと）
＊ハーフパンツ・カーゴパンツ着用禁止。
（選手が履いている場合失格、ギャラリーが
履いていた場合は退場、OB・OG 等にも服装を徹底すること）
＊各大学 4 名まで来場可。2 名までコース内での観戦およびアドバイス可。
（コース内
に立ち入る者は、別紙同意書に必要事項を記入の上、当日朝に受付で提出すること）
＊練習ラウンドはシングルスの前半のハーフのみとする。
＊天候によっては全大学の練習ラウンドを中止させることもある。
（委員会が朝スター
ト前に判断する）
＊時間通りにいかない場合は一般客が間に入ることもある

11. ローカル・ルール
＊カート道路に球が止まった場合、救済を受けなければならない
12. その他
＊ロッカー使用不可、風呂使用不可。
＊選手登録した 12 名は必ず昼食をレストランで摂ること。尚、
火曜日は休場日のため、
昼食は持参で、車内で食事すること。
＊ギャラリーもレストラン使用可。
（大学ごとまとめて、各日精算。）
＊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。
（別紙、駐車場図参照）
各大学台数制限 8 台とする。(監督・OB も含む)
＊応援が駐車場で食事を取る場合は必ず車内で取ること。
＊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。
＊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。
＊練習グリーン上ではマスク着用を徹底すること。
＊駐車場にて車外でたむろしないこと。
13. 食事
朝食：なし
昼食：レストラン （火曜日は休場日のため、各自持参で、車内で食事すること。）
夕食：なし
14. 宿泊
各自で予約すること
15. 参加申込
所定の参加申込書に必要事項を記入の上、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。
16. 申込締切日
令和 3 年 8 月 28 日（土）15 時まで
※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。
17. 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
18. 参加料金等
金額
エントリーフィ

支払日

120,000 円

8/28

支払い方法・備考
関西学生ゴルフ連盟に振り込み

（全員分）
プレーフィについて
＊プレーフィにはカート代、昼食代、練習場代を含む（火曜日は休場日のため、昼食代は
含まれない）
＊連ランのプレーフィには練習場代は含まれない
プレーフィ

６日、8 日～10 日

7日

大会前練習ラウンド

9H

5,395 円

4,295 円

5,010 円

18H

8,145 円

7,045 円

7,760 円

27H

11,445 円

10,345 円

11,060 円

36H

12,545 円

11,445 円

＊全て 1 人当たり、1 日分の値段。
＊精算は最終日に大学ごとに一括で精算する。
（昼食のメニュー選択による追加料金も大学
ごとまとめての精算に含まれる）尚、ギャラリー4 名の食事代は、前述の大学ごとの最終日
精算とは異なり、食事の都度、フロントで大学ごとまとめて精算。
＊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でき
ない。
＊練習コインを使用しなかった場合でも、返金不可。

＊大会前練習ラウンドは日野ゴルフ俱楽部に直接電話で予約を取ること。
＊練習ラウンドの減税用紙は当日の朝、ゴルフ場フロントに提出すること。後日の提出は
認められない。
※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 ＤＡ１Ｍ 大学名 主将名

19. 練習場
打球練習

7：00 まで使用可能
使用クラブ制限：200yd まで
1 人 1 コインを限度とする。
コインを使用しなかった場合は、各日返却す
ること。

練習グリーン

15：00 まで使用可能
＊必ずマスク着用

アプローチ・バンカー

15：00 まで使用可能
＊必ずマスク着用

20. 指定練習日
なし（各大学、ゴルフ場に直接電話。ネット予約不可。
）
＊練習ラウンドの減税用紙は当日の朝、ゴルフ場フロントに提出すること。後日の
提出は認められない。
21. 開門時間
5:00 開門。（これより前に来て、ゴルフ場前で待機しない事。
）
22. 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。
23. 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 1 時間 45 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、1,2 度目は警告、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、そのホールの負けとする。
(エ) タイムパーを採用する。
タイムパーはシングルス前半 9 ホールのみ 1 時間 45 分で作成する。
そのドロー全員に 1,2 度目は警告、3 度目は競技失格とする。
連絡先

関西学生ゴルフ連盟
〒550-0002 大阪市西区江戸堀１丁目１２番１６号山下ビル５階
ＴＥＬ 06-6448-8500 ＦＡＸ 06-6448-8501
日野ゴルフ倶楽部

住所

〒529-1611 滋賀県蒲生郡日野町杣 1146-1

電話番号

0748-52-2115

FAX

0748-53-1427

競技担当

石川 裕貴 （同志社大学）
080-8348-1920
西本 実杏（関西学院大学）
080-6160-9907

副担当

近藤 龍

（立命館大学）

委員長 近藤 龍
競技委員長

高田 哲汰

関西学生ゴルフ連盟

