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2020年 関東女子倶楽部対抗 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 
5月 25日(月)  茨城第 2 埼玉   会場 

6月  1日(月) 千葉第 2 東京   会場 

 2日(火) 山梨  群馬 茨城第 1 神奈川 会場 

 4日(木) 新潟  栃木   会場 

 5日(金) 長野  千葉第 1 静岡  会場 

新潟 中条ゴルフ倶楽部 胎内市村松浜字上原 555 TEL0254-45-3636 

長野 松本浅間カントリークラブ 乗鞍・白馬 松本市大字洞 902 TEL0263-46-4646 

山梨 シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 北杜市須玉町江草 3072 TEL0551-42-1011 

群馬 藤岡ゴルフクラブ 東 藤岡市白石 2925 TEL0274-23-1111 

栃木 烏山城カントリークラブ 二の丸・三の丸 那須烏山市大桶 2401 TEL0287-83-1100 

茨城第 1 JGMやさと石岡ゴルフクラブ 石岡市下林 2665 TEL0299-44-1111 

茨城第 2 宍戸ヒルズカントリークラブ 東 笠間市南小泉 1340 TEL 0296-77-2141 

埼玉 嵐山カントリークラブ 比企郡嵐山町鎌形 1146 TEL0493-62-2355 

千葉第 1 浜野ゴルフクラブ 市原市永吉 937 TEL0436-52-3111 

千葉第 2 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 市原市中高根 1166 TEL0436-95-1111 

東京 武蔵野ゴルフクラブ 八王子市宮下町 656 TEL042-691-2111 

神奈川 東名厚木カントリー俱楽部 アウト･イン  愛甲郡愛川町三増 2607 TEL046-281-2121 

静岡 沼津ゴルフクラブ 愛鷹・伊豆 沼津市足高字尾上 441 TEL055-921-0611 

◎決 勝 
8月 6日(木) 太平洋クラブ御殿場ウエストコース 

 静岡県御殿場市印野 1044-1 TEL0550-89-9321    FAX0550-89-9323  

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 競技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. 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。 

5. キャディーの制限 【群馬、神奈川予選会場】 

正規のラウンド中、プレーヤーのキャディーの使用は禁止する。 

なお、プレーの形式は共用の乗用カートを使用したセルフプレーとなります。 

【上記以外の予選会場および決勝】 

正規のラウンド中、プレーヤーが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用す

ることを禁止する。 

なお、プレー形式は共用のキャディーとなります。 

6. プレーの条件 18ホール・ストロークプレー 

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 KGA加盟倶楽部 

9. シードについて 前年決勝優勝倶楽部および決勝開催倶楽部は予選を免除する。 

10. 出場選手 (1)選手の構成 

  その倶楽部の会員(正会員、平日会員、家族会員)で学生、未成年者を除く女子(出生時) 

  アマチュアゴルファーとする。 

  1970年(昭和 45年)12月 31日以前に誕生の者を 2名以上含めること。 

  1倶楽部の出場人数、競技方法等については後記≪予選≫、≪決勝≫で定める項目を参

  照のこと。 
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(2) 選手の指名 

各予選、決勝のキャプテン会議で指名する。選手は指名された時点で(1)に記載されている

会員であること。 

※それぞれ定められた出場人数を必ず指名すること。なお、指名する選手の 1番目の選手 

  は 1970年(昭和 45年)12月 31日以前に誕生の者とする。 

(3) 選手の変更 

(ア) 選手変更は競技日 3日前の午後 5時までとする。 

(イ) 選手変更をする場合は開催倶楽部へ「選手変更届」を提出すること。 

(ウ) 選手変更は 3名(3回)までとする。 

(エ) 変更する選手は変更する時点で(1)に記載されている会員であること。 

(オ) 病気、事故等やむを得ない理由がある場合は、当該選手のスタート時間の 30分前ま

でに選手変更届と理由書を競技当日各会場の競技委員長に提出し、承認を得て変更

することができる。 

※1. 出場は 1 倶楽部からのみとする。複数倶楽部からの出場は認めない。 

※2. 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。 

11. キャプテン会議 予選各会場、決勝ごとに開催し、次の事項を決定する。 

(1) 組み合わせおよびスタート時間 

(2) ローカルルール・競技の条件 

(3) 指定練習日 

(4) その他(開催倶楽部からの伝達事項等) 

12. 申込方法 KGAホームページで申し込みを受け付ける。 

13. 申込受付開始 2月 20日(木)午前 10時 

14. 申込受付締切 3月 18日(水)午後 5時 

15. 個人情報に関する同意内容 

参加希望者（倶楽部）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、所属倶楽部、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 

16. 肖像権に関する同意内容 

参加希望者（倶楽部）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。 
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17. 注意事項 (1) アマチュア資格規則にご注意ください。選手を指名する際は、アマチュア資格を確認して 

 下さい。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) 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。 

(4) 悪天候等により競技が成立しなかった場合は、予備日を使用します。 

(5) 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(所属倶楽部が支払う場合は所属倶楽部)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 

(6) 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(応援団)の 

方にも注意を呼び掛けてください。 

 

《予 選》 

1. 参加料 1倶楽部 110,000円(消費税含む) 

倶楽部名で下記口座に振り込むこと。 

「三菱 UFJ銀行 東京営業部 普通預金口座 No.0000380  

                                  一般社団法人
ｼ ｬ ）

関東
ｶﾝﾄｳ

ゴルフ
ｺ ﾞ 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は、競技への参加を認めない。 

(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）。 

2. 参加料振込期限 3月 24日(火)までに指定口座に入金しておくこと。 

3. 1倶楽部の出場人数 

 新潟県、群馬県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県 ：5名 

長野県、山梨県、茨城県、千葉県、静岡県 ：6名 

4. 競技方法 上位4名の合計スコアにより順位を決定する。ただし、上位 4名の中に1970年(昭和45年)12

月 31日以前に誕生の者を 2名以上含めること。 

悪天候等で選手全員が終了できない場合、競技委員会は次の措置をとる。 

(1) 選手が全倶楽部とも 1名ずつ終了している場合は、その 1 名のスコアを成績とする。 

(2) 選手が全倶楽部とも 2名ずつ終了している場合は、その 2 名の合計スコアを成績とする。 

(3) 選手が全倶楽部とも 3名ずつ終了している場合は、その 3 名の合計スコアを成績とする。 

(4) 選手が全倶楽部とも 4名ずつ終了している場合は、その 4名の合計スコアを成績とする。 

ただし、1970年(昭和 45年)12月 31日以前に誕生の者を 2名以上含めること。 

(5) 選手が全倶楽部とも 5名ずつ終了している場合は、その 5名の内上位 4名の合計スコアを

成績とする。ただし、1970年(昭和 45年)12月 31日以前に誕生の者を 2名以上含めるこ

と。 

※成績の対象となる選手が失格、棄権した場合、その倶楽部は失格とする。 

5. タイの決定 (1) 1倶楽部の出場人数が 5名の場合 

第 1優先：5番目のスコア 

第 2優先：個人ベストスコア順 

第 3優先：個人ベストスコアの「マッチング・スコアカード方式」 

 (2) 1倶楽部の出場人数が 6名の場合 

第 1優先：5番目のスコア 

第 2優先：6番目のスコア 

第 3優先：個人ベストスコア順 

第 4優先：個人ベストスコアの「マッチング・スコアカード方式」 

6. 会場分け方法 都県別 13会場に分けて実施する。 

(1) 1会場の出場倶楽部数は原則として 30倶楽部までとし、それを越えた場合は 2分割する 

   (分割する場合は、前年の成績をもとに会場分けを行い、申込締切後に KGAホームペー 

    ジにて発表する)。 

(2) 1会場の出場倶楽部数が 8倶楽部に満たない場合は、原則として他都県との合同開催と 

   する。 
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(3)前年が 1 会場で今年 2 会場の場合 

(ア) 前年奇数順位倶楽部を第 1 会場、偶数順位倶楽部を第 2 会場とする。ただし、開 

    催倶楽部はこの振り分けに関係なく自倶楽部での出場とする。 

(イ) (ア)の結果、参加倶楽部に 2倶楽部以上の差異が生じた場合は、多い会場の最下 

    位倶楽部を少ない会場へ移動する。 

(ウ) (イ)の結果、前年未出場倶楽部は申込受付順に倶楽部数の少ない会場への出場と 

  し、同数の場合は第 1 会場での出場とする。 

(4)前年および今年とも 2 会場の場合 

(ア) 前年第 1会場で出場倶楽部の内、奇数順位倶楽部はそのまま第 1会場、偶数順位 

   倶楽部を第 2会場へ移動する。前年第 2会場出場倶楽部も同様に、奇数順位倶楽部 

    はそのまま第 2会場、偶数順位倶楽部を第 1会場へ移動する。 

  (イ) 開催倶楽部、前年未出場倶楽部、その他の規定は原則として、上記(3)に準ずる。 

7. 予選通過倶楽部数 全会場合計で最大 34倶楽部とし、各予選会場の通過倶楽部数は各会場の申込倶楽部数の

比率をもって決定する。決勝への通過倶楽部が決定した後欠場倶楽部が生じても、繰り上げ

は行わない。 

8. 賞 各会場第 1位 ペナント 

決勝進出倶楽部 クォリファイ賞 

個人第 1位 予選ベストスコア賞 

参加倶楽部 参加章 

※1. 選手全員が 18ホールを終了できなかった場合は予選ベストスコア賞の表彰はしない。 

※2. 所属倶楽部が失格した場合でも、予選ベストスコア賞の表彰の対象とする。 

9. 指定練習日 1倶楽部 2組以内(会員並扱い)を原則とし、詳細はキャプテン会議で決定する。 

 

《決 勝》 

1. 参加料 予選通過倶楽部  ：1倶楽部 55,000円(消費税含む) 

シード倶楽部および開催倶楽部：1倶楽部 110,000円（消費税含む） 

倶楽部名で下記口座に振り込むこと。 

「三菱 UFJ銀行 東京営業部 普通預金口座 No.0000380  

                         一般社団法人
ｼ ｬ ）

関東
ｶﾝﾄｳ

ゴルフ
ｺ ﾞ 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は、競技への参加を認めない。 

(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）。 

2. 参加料振込期限 7月 7日(火)までに指定口座に入金しておくこと。 

ただし、シード倶楽部および開催倶楽部は 3月24日(火)までに指定口座に入金しておくこと。 

3. 1倶楽部の出場人数 

4名 

4. 競技方法 上位 3名の合計スコアにより順位を決定する。 

 悪天候等で選手全員が終了できない場合、競技委員会は次の措置をとる。 

(1) 選手が全倶楽部とも 1名ずつ終了している場合は、その 1 名のスコアを成績とする。 

(2) 選手が全倶楽部とも 2名ずつ終了している場合は、その 2 名の合計スコアを成績とする。 

(3) 選手が全倶楽部とも 3名ずつ終了している場合は、その 3 名の合計スコアを成績とする。 

5. タイの決定 第 1優先：4番目のスコア 

第 2優先：個人ベストスコア順 

第 3優先：個人ベストスコアの「マッチング・スコアカード方式」 

6. 賞 優勝 KGA杯(レプリカ)、ペナント 

第 2位～第 5位 ペナント 

個人第 1位 最優秀選手賞 

参加倶楽部 参加章 

※1. 選手全員が 18ホールを終了できなかった場合は最優秀選手賞の表彰はしない。 

※2. 所属倶楽部が失格した場合でも、最優秀選手賞の表彰の対象とする。 

7. 指定練習日 1倶楽部 2組以内(会員並扱い)とし、詳細はキャプテン会議で決定する。 

8. 予備日 8月 7日(金) 



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
2020.1.24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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