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2020年 関東女子グランドシニアゴルフ選手権 競技規定 
 

主催：(一社)関東ゴルフ連盟(KGA) 

HP：www.kga.gr.jp 

《予選、決勝 共通》 

1. 期日および場所 

◎予選 

第 1ブロック：府中カントリークラブ 

日程：4月 20日(月)【予備日 4月 27日(月)】 〒206-0036 東京都多摩市中沢 1-41-1 

      TEL042-374-3131 

第 2ブロック：大相模カントリークラブ 東・西コース 

日程：4月 23日(木)【予備日 4月 28日(火)】 〒243-0308 神奈川県愛甲郡愛川町三増 1764-4 

      TEL046-281-1181 

 ◎決勝 
6月 9日(火)10日(水) 

大栄カントリー倶楽部 

〒287-0214 千葉県成田市横山 638 TEL0476-73-5522 

2. ゴルフ規則 日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則およ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 委員会はローカルルール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 予選通過者および決勝競技 70歳以上の部 1位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。なお、マッチング・スコアカード方式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。 

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. クラブと球の規格 (1)ストロークを行うために使うドライバーはR&Aが発行する最新の適合ドライバーヘッドリストに 

  掲載されているクラブヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでなければならない。 

(2) ストロークを行うときに使用する球は R&Aが発行する最新の適合球リストに掲載されていな

ければならない。 

6. キャディーの制限 プレーヤーはラウンド中に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ってはならな

い。※なお、プレー形式は共用のキャディーとなります。 

7. 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。 

8. 参加資格 下記(1)～(4)すべてに該当する者に参加資格を付与する。 

(1) 1960年(昭和 35年)12月 31日以前に誕生の女子(出生時)アマチュアゴルファーであるこ

と。 

(2) JGA/USGAハンディキャップインデックスを所持していること。 

(3) 申込倶楽部がホームまたは所属として NEW J-sysに登録されていること。 

(4) 後記≪予選≫、≪決勝≫で定める参加資格のいずれかに該当すること。 

※1. 競技委員会は競技中を含めいつでも、出場にふさわ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。なお、競技委員会は、プレーヤーが次のいずれか一つにで

も該当する場合(ただし、これらに限られない)、当該プレーヤーを出場に相応しくないプレ

ーヤーと判断するものとする。 

① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等そ

の他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。 

② 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行

為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を

用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為そ

の他これらに準ずる行為を行ったことのある者であることが判明したとき。 
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9. 申込方法 KGAホームページで申し込みを受け付ける。 

10. 申込受付開始 2月 14日(金)午前 10時 

ただし、開催倶楽部枠の申し込みは、2月 6日(木)午前 10時から受け付ける。 

11. 申込受付締切 3月 12日(木)午後 5時 

ただし、開催倶楽部枠の申し込みは、2月 12日(水)午後 5時で締め切る。 

12. 参加料 予選、決勝を通じ 19,800円(消費税含む) 

申込倶楽部で取りまとめ、下記口座に申込倶楽部で振り込むこと。 

所属倶楽部を持たず直接 KGAに申し込む者は下記口座に個人名で振り込むこと。 

「三菱 UFJ銀行 東京営業部 普通預金 No.0000380 

  一般社団法人
シャ）

関 東
カントウ

ゴルフ
ゴルフ

連 盟
レンメイ

」 

(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)。 

(3) キャンセル待ちの結果、希望するブロックにエントリーできなかった場合で、参加申込時に

「その場合は出場辞退」を表明していた場合、参加料は返金する。 

※キャンセル待ちの者も参加料を振込期限までに指定口座に入金しておくこと。 

13. 参加料振込期限 3月 17日(火)までに指定口座に入金しておくこと。 

14. 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

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) 競技の開催およ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。 

15. 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。 

16. 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『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) 本競技のスコアは「トーナメントスコア」として KGAで一括して NEW J-sysに登録します。 

所属倶楽部もしくはプレーヤー本人が登録されないようご注意ください。 

(4) 悪天候等により中断した場合、プレーが翌日に持ち越される場合があります。また、中止と

なった場合は、予備日を使用します。 

(5) 予選指定練習日のプレー料金は、1日は会員並み料金、1日はビジター料金となります。 

決勝指定練習日のプレー料金は、2日とも会員並み料金となります。 

予選決勝とも競技日のプレー料金は、会員並み料金となります。ただし、下記についてはプ

レーヤー自身の負担となります。 

 バッグ数の違いによるキャディーフィーの差額 

 プレーの途中で競技が中止となった場合のプレー代 

 プレーが翌日に持ち越された場合のプレー代 

(6) 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。 



  3/4 

(7) JGA/USGAハンディキャップインデックスは毎月 1日に発行されますのでご注意ください。 

(8) 打球事故防止やカート事故防止など安全に配慮してください。また、ギャラリーを同伴する

場合はギャラリーの方にも注意を呼び掛けてください。 

 

《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)KGA加盟倶楽部会員(正会員、平日会員、家族会員)で JGA/USGAハン 

  ディキャップインデックスが 26.0(申込時)までの者 

(2) KGA特別承認者 

※1. 上記(2)の KGA特別承認者については、競技委員会の判断により JGA/USGAハンディ

キャップインデックスを所持していなくとも参加を承認することがある。 

3. 定員 第 1、第 2ブロック ： 144名 

また、開催倶楽部枠に人数の制限はない。 

4. ブロック 出場ブロックの希望を取り、申込受付先着順に KGAにて振り分ける。申込時に「希望ブロック」

および以下の「希望ブロックにエントリーできなかった場合の措置」を必ず選択すること。 

《希望ブロックにエントリーできなかった場合の措置》 

(1)他のブロックでも出場する(この場合、ブロックは KGAで振り分ける)。 

(2)出場を辞退する。 

《ブロックの決定方法詳細、注意事項》 

(1)複数ブロックへの参加は認めない。 

(2)各ブロックとも、申込者数が定員に達した後は申込締切までキャンセル待ちを受け付ける。

申込締切後は、欠場者が出ても次位の者は繰り上げない。 

ただし参加料振込期限までに参加料の入金がなく参加を認めない者が出た場合は次位の

者を繰り上げる。 

(3)キャンセル待ちの結果、希望するブロックにエントリーできなかった場合は、出場するブロック

は KGAで振り分ける。原則として申込者数の少ないブロックへ振り分ける。ただし申し込み

時に「出場を辞退する」を選択した場合は参加申込を取り消す。 

(4)申込締切前に希望するブロックの変更を行なった場合、変更した時点を申込時点として先

着順の判定を行なう。 

(5)申込締切後の希望ブロックの変更等は認めない。 

(6)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ても参加料の返金は認めない。希望したブロックへのエントリーの確認

は KGAホームページで行なうことができる。 

5. 通過者 全ブロック合計で最大 138名とし、各ブロック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。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。 

6. 参加申込 第 2項(1)の該当者は、NEW J-sysにホームまたは所属として登録されている倶楽部を通じて

KGAへ申し込むこと。 

第 2項(2)の該当者は、直接 KGAへ申し込むこと。 

7. 指定練習日 各ブロックごとに定められた指定日のうち 1人 2日までとする(1日は会員並扱い、1日はビジタ

ー扱い)。指定練習日、予約開始日については組み合わせ表発表とともに通知する。 

8. 賞 第 1位 予選ベストスコア賞 

参加者 参加章 
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《決 勝》 

1. プレーの条件 6月 9日(火) 第 1 ラウンド 18ホール・ストロークプレー 

6月 10日(水) 第 2 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、2日間で 36ホールを終了できなかった場合

は競技を短縮する。 

2. 参加資格 (1)前年本競技上位 5位 

(2) 本年本選手権予選競技通過者 

(3) KGA特別承認者 

※1. 上記(1)～(2)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)に定める参加資格を有するプレーヤー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. 上記(3)の KGA特別承認者については、競技委員会の判断により JGA/USGAハンディ

キャップインデックスを所持していなくとも参加を承認することがある。 

3. 参加申込 第 2項(1)の該当者は、NEW J-sysにホームまたは所属として登録されている倶楽部を通じて

KGAへ申し込むこと。 

第 2項(3)の該当者は、直接 KGAへ申し込むこと。 

第 2項(2)の該当者は、改めて申し込みを必要としない。 

4. 指定練習日 5月 26日(火)、27日(水)、28日(木)、29日(金)、6月 1日(月)、2日(火)、3日(水)、4日(木)、 

5日(金)、8日(月) 

※指定練習日はセルフプレーとなる場合があります。 

1人 2日までとする(2日間とも会員並扱い)。予約等の連絡は開催倶楽部へ行うこと。 

予約は、4月 29日(祝水)から受け付ける。 

5. 賞 優勝者  KGA杯(レプリカ) 

第 2位～第 5位  菊皿 

70歳以上の部第 1位 記念品 ※年齢は 2020年 12月 31日現在とする。 

参加者  参加章 

 

付記： 

1. 平成 29年 4月 3日、「関東ゴルフ連盟」は法人格を取得し「一般社団法人 関東ゴルフ連盟」となりました。従来の

「加盟倶楽部」は定款上「社員」となりますが競技規定の記載につきましては、混乱を避けるため「社員」と変更せず

従来通りの呼称「倶楽部」といたします。 

 



一般社団法人関東ゴルフ連盟　行き

（振込はできるだけ倶楽部名でお願い致します）

　　（※振込人名）

2020年 　  月 　  日振込 （※ご担当者名）

参加料 振込期限

円 三菱UFJ銀行／東京営業部 普通 0000380

（予選） 22,000円 × 名 円

22,000円 × 名 円

22,000円 × 名 円

（予選） 22,000円 × 名 円 三菱UFJ銀行／東京営業部 普通 0000380

22,000円 × 名 円

（予選） 19,800円 × 名 円 三菱UFJ銀行／東京営業部 普通 0000380

19,800円 × 名 円

（予選） 19,800円 × 名 円 三菱UFJ銀行／東京営業部 普通 0000380

19,800円 × 名 円

振　込　合　計　金　額 円

＊振込の際、手数料は差し引かないでください。

＊振込手続時または、振込予定時にこの振込金明細通知を必ずＦａｘしてください。

＊金融機関の振込票の控えをもって領収書の発行に代えさせていただきます。

ＫＧＡ　Ｆａｘ．０３－６２７８－０００８

【連絡事項】

0000380

シャ）カントウゴルフレンメイ

シャ）カントウゴルフレンメイ

シャ）カントウゴルフレンメイ

シャ）カントウゴルフレンメイ

三菱UFJ銀行／東京営業部 普通

★関東アマ（決勝シード）

関東アマチュア

★関東グランドシニア（決勝シード）

5月末
シャ）カントウゴルフレンメイ

三菱UFJ銀行／東京営業部 普通 0000380

3/17(火)
★関東女子グランドシニア（決勝シード）

★決勝開催倶楽部

関東女子グランドシニア

★決勝シード倶楽部

3/24(火)

三菱UFJ銀行／東京営業部 普通 0000380

シャ）カントウゴルフレンメイ

円★予選参加倶楽部

関東女子倶 楽部 対抗

110,000円

3/17(火)

3/3(火)
★決勝開催倶楽部

3/10(火)
関 東 女 子

★関東女子（決勝シード）

★決勝シード倶楽部

関東グランドシニア

★予選参加倶楽部

3/10(火)☆関東アマ（ブロック大会シード）

110,000円 円

関 東 倶 楽 部 対 抗

シャ）カントウゴルフレンメイ

≪2020年度　振込金明細通知≫

←やむを得ず上記倶楽部名以外で振込の場合のみ
必ずご記入下さい

※ 倶 楽 部 名

※ 振 込 日
2020.1.31作成

振 込 額振　　込　　内　　容　 人数 振 込 指 定 口 座

年 会 費 （KGA･JGA預り分合計）
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