令和 4 年関西学生女子連盟杯
⚫

主催

関西学生ゴルフ連盟

⚫

日時

令和 4 年 3 月 15 日～3 月 16 日

⚫

使用コース 有馬ロイヤルゴルフ倶楽部 ノーブルコース

1.

住所

651-1616 兵庫 1 県神戸市北区淡河町北畑 571

電話番号

078-958-0121

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
本競技ローカル・ルールを適用する。

2.

プレーの条件
(ア) 1 日 18 ホール・ストロークプレー、2 日間 36 ホール・ストロークプレーとす
る。
（１日目のスコア 40 位タイまで、但し 40 位タイが 100 ストローク以上の
場合 99 ストローク以下の選手が 2 日目に進出）
(イ) 使用ティー 白ティー 6076yard Par72
(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 IN のマッチング、更に相等しき場合は IN
コースのカウントバックによって決定する。
(カ) １位タイの場合サドンデスプレーオフにより優勝者を決定する。

3.

シード
(ア) ディフェンディングチャンピオン
(イ) 前年度・前々年度関西学生女子秋季新人戦上位 3 名かつ、本年度在籍者
丹原弥来（龍谷大学③）上國沙椰（大阪学院大学③）
森本架音（びわこ成蹊スポーツ大学③）奥野優佳（大阪学院大学③）
三宅紗来（大阪学院大学②）
(ウ) 前年度・前々年度関西学生女子月例大会上位 3 名かつ、本年度在籍者
戸倉桃果（近畿大学③）江河鈴（近畿大学②）永田加奈恵（近畿大学③）

4.

取得権利
・本大会上位 2 名の選手は関西学生女子選手権の出場権を得る。
（2 位タイの選手

が出た場合は、2 日目のスコアにより決定し、更に相等しき場合 2 日目の IN のス
コア、更に相等しき場合は 2 日目の IN のスコア、更に相等しき場合は 2 日目 OUT
スコアのカウントバックによって決定する。更に、相当しき場合は 1 日目の IN の
スコア、更に相当しき場合は 1 日目の OUT のスコアのカウントバックによって決
定する。
）
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禁止する。
この条件の違反は『ゴルフ規則付Ⅰ（c）2』を適用する。

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
2 月 5 日（土）

15：00 まで

※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
エントリー費

金額

支払日

支払い方法

5,000 円

2 月 5 日（土）

関西学生ゴルフ連
盟に振り込み

5,000 円

プレー費

当日（朝）

各大学ごとにまと

（練習場コイン 1

めて、スタートま

枚含む）

でに学連に提出

練習ラウンド（指

5,000 円

定練習日）：2 月

（練習場コイン 1

めて、スタートま

18.21.22

枚含む）

でに学連に提出

当日（朝）

各大学ごとにまと

練習ラウンド時も
減税用紙を提出す
ること
注）当日免税用紙忘れた場合 5,000 円+利用税 600 円＝5,600 円となる
全日昼食は持参、食事は車内で取ること
※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 RHW 大学名 主将名
11. オープン時間
開門時間

7：00

選手受付 未定
12. 開会式
今回はありません。
13. 閉会式
上位 3 名のみで行う。
場所はアテスト時に連絡する。
14. 集合時間
練習ラウンド 2 月 18 日、21 日、22 日とも未定
本選
スタート予定時刻 15 日 16 日とも未定
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。
15. 練習場

時間
打球練習

プレー終了後使用不可
（15 打席のみ使用可）

練習グリーン

17:00 まで

アプローチ・バンカー

17:00 まで

16. ギャラリー
コース内立ち入り禁止（打球事故の際、責任をとれないため）
1 番 10 番〜18 番のグリーンでのみ観戦可
ギャラリーは各大学 2 名まで
※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。
17. 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。
18. 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。

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。
19. 練習ラウンド 注意事項
(ア) ゴミは各自で持って帰ること。
(イ) 車は奥から止めること。
(ウ) ゴルフ場の敷地内は全面禁煙とする。(車外問わず)
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 ヶ月間出場停
止とする。
(エ) 学生ゴルファーとして自覚ある行動をとること。
(オ) 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。
(カ) 風呂使用不可
雨天の場合はシャワーのみ使用可
(キ) 昼食持参
20. 試合 注意事項
(ア) ゴミは各自で持って帰ること
(イ) 屋根のないところに奥から止めること。
(ウ) 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。
(エ) 学生ゴルファーとして自覚ある行動をとること。
(オ) ハーフターンの時間は掲示板にて掲示。
(カ) 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。
(キ) アテスト後は学連の指示に従うこと。
(ク) 駐車場では、屋根のないクラブハウスから遠い場所から車を停めること
(ケ) 電気自動車スペースは空けておくこと
(コ) 目土、ボールマークをすること
（コ）昼食持参、必ず車内で取ること
競技担当 上谷 瞭雅 電話番号 090-2702-3598
副担当 中村 虎太郎 電話番号 080-3848-5004

競技委員長

石川

裕貴

関西学生ゴルフ連盟

