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2022 年 関東アンダーハンディキャップゴルフ選手権-KGA 杯- 

 競技規定(関東ブロック予選、決勝) 
 

主催：(一社)関東ゴルフ連盟(KGA) 
HP：www.kga.gr.jp 
 

※予選競技は下記の方法でブロック分けします(複数ブロックへの参加はできません)。 
各都県ブロックの競技規定は各問合せ先のホームページ等で確認すること 
 
KGA 加盟倶楽部会員 
各都県アマチュアゴルフ団体会員 申込倶楽部・団体の所在地によりブロック分けをする 

(公社)日本パブリックゴルフ協会加盟コース会員 (下記の通り) 

 

JGA プレミアム会員 在住地によりブロック分けをする(下記の通り) 

 

 
  

都県 出場ブロック 期日 会場 申込開始日 申込締切日 問合せ先

新潟県 新潟ブロック 9月1日(木) 胎内高原ゴルフ倶楽部 7月1日(金) 8月1日(月) 新潟県ゴルフ連盟
TEL 025-244-5621

長野県 長野ブロック 9月15日(木) 蓼科高原カントリークラブ 7月15日(金) 8月19日(金) 長野県ゴルフ協会
TEL 026-238-3080

群馬県 群馬ブロック 9月14日(水) グリーンパークカントリークラブ東西 7月11日(月) 8月12日(金)
KGA群馬
027-388-2800
(サンコー72CC内)

栃木県 栃木ブロック 8月25日(木) 那須小川ゴルフクラブ 6月15日(水) 7月31日(日) 栃木県ゴルフ場協議会
TEL 028-621-0413

埼玉県 埼玉ブロック 8月29日(月) 日高カントリークラブ 東西 7月4日(月) 8月1日(月) 埼玉県ゴルフ協会
TEL 048-833-3220

東京都 東京ブロック 7月26日(火) 青梅ゴルフ倶楽部 東西 6月1日(水) 6月30日(木) 東京都ゴルフ連盟
TEL03-6454-0784

山梨県、
茨城県

千葉県、
神奈川県
静岡県

関東ブロック 8月26日(金) 茨城ゴルフ倶楽部 西 6月30日(木) 8月1日(月) (一社)関東ゴルフ連盟

TEL 03-6278-0005
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※新型コロナウイルス感染対策のため下記事項を確認・了承のうえお申し込みください。 
 感染の疑いがある方は出場をお断りします。 

 入場時に検温を行い 37.5 度以上の方は出場をお断りします。 

 帰国後の隔離期間中の方および感染者または感染の疑いがある方と濃厚接触があり隔離中の方は出場をお断

りします。 

 主催者指定の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連問診票を競技当日必ず提出してください。 

提出がない場合または記載の内容によっては出場をお断りします。 

 競技後に新型コロナウイルス感染が判明した場合は必ず KGA に報告してください。 

 9 ホール終了後の待ち時間は設けず、18 ホールスループレーを原則とします。 

 無観客を含めギャラリーの入場制限をする場合があります。 

 クラブハウス内施設の利用制限がある場合があります(レストラン、浴室など)。 

 表彰式は行わない場合があります。 
 

《関東ブロック予選、決勝 共通》 
1. 期日および場所 

◎関東ブロック予選 
8 月 26 日(金) 【予備日 8 月 29 日(月)】 
茨城ゴルフ倶楽部 西コース 

〒300-2352 茨城県つくばみらい市小島新田 102 TEL0297-58-1216 
 ◎決勝 

10 月 28 日(金) 【予備日 10 月 31 日(月)】 
相模原ゴルフクラブ 西コース 

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台 4-30-1 TEL042-776-8811 
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 終である。 
4. タイの決定 ≪予選通過者、入賞順位、日本選手権への進出≫ 

「マッチングスコアカード方式」により決定する(付記参照)。 
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 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 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 委員会の作成した成績表が KGA 公式ホームページに掲示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) アマチュアゴルファーであること。 
(2) 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・団体がホームまたは所属として J-sys に登録されていること。 
(4) 後記≪関東ブロック予選≫、≪決勝≫で定める参加資格のいずれかに該当すること。 
※1. 関東ブロック予選、決勝に出場する者は、申込締切日から過去 1 年以内に 5 枚以上のス 

コアが J-sys に反映されていること。 
※2. 本競技の上位者には JGA 杯 J-sys ゴルフ選手権の出場資格が付与されるため、本年他

地区連盟主催の JGA 杯 J-sys ゴルフ選手権の選手選考になる競技に参加申込をした者

は本競技には参加できない。 
※3. 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。 
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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。 
9. クラス分け 男子クラス、女子クラス 
10. 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。 
11. 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。 
12. 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 J-sys に登録します。 

所属倶楽部・団体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。 
(5) 悪天候、天災、新型コロナウイルス感染拡大等により競技が中止となった場合は予備日を使

用します。 
(6) 予備日も中止となった場合、振替開催はしません。その場合 
 予選：その会場の参加者には参加料を返金します。 
 決勝：都県ブロック予選通過者には決勝参加料のみ返金します 

(7) 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 

(8) 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。 
(9) 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。 
(10) J アラート(全国瞬時警報システム)や緊急速報メール等により緊急情報が伝えられた場

合はプレーの即時中断とします。落ち着いて直ちに避難してください。 
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《関東ブロック予選》 

1. プレーの条件 18 ホール・ストロークプレー(アンダーハンディキャップ競技) 
2. 参加資格 (1)山梨県、茨城県、千葉県、神奈川県および静岡県内 KGA 加盟倶楽部会員 

(正会員、平日会員、家族会員、各種会員) 
(2) 山梨県、茨城県、千葉県、神奈川県および静岡県アマチュアゴルフ団体所属会員 
(3) 山梨県、茨城県、千葉県、神奈川県および静岡県内(公社)日本パブリックゴルフ協会加盟

コース所属会員 
(4) 山梨県、茨城県、千葉県、神奈川県および静岡県在住の JGA プレミアム会員 
(5) KGA 特別承認者 
※1. 都県ブロック予選に参加申込した者は参加できない。 

3. 定員 男子、女子合計で 30 組 
申込者数が定員を超えた場合は、申込受付先着順に出場者を決定する。 

4. 適用ハンディキャップ 

8 月 1 日付けのハンディキャップインデックスを、プレーするティーイングエリアのスロープレーテ

ィングにもとづいて換算したプレーイングハンディキャップとする(付記参照)。 
5. 申込方法 KGA ホームページで申し込みを受け付ける。 
6. 申込受付開始 6 月 30 日(木)午前 10 時 

ただし、開催倶楽部枠の申し込みは、6 月 22 日(水)午前 10 時から受け付ける。 
7. 申込受付締切 8 月 1 日(月)午後 5 時 

ただし、開催倶楽部枠の申し込みは、6 月 28 日(火)午後 5 時で締め切る。 
8. 参加料 関東ブロック予選、決勝を通じ 22,000 円(消費税含む) 

申込倶楽部・団体で取りまとめ、下記口座に申込倶楽部、団体名で振り込むこと。 
JGA プレミアム会員として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、エントリーできなかった場合、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。 
9. 参加料振込期限 8 月 4 日(木)までに指定口座に入金しておくこと。 
10. 通過者 全ブロック合計で 大 120 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。 
11. 参加申込 第 2 項(1)～(3)の該当者は、J-sys にホームまたは所属として登録されている倶楽部・団体を通

じて KGA へ申し込むこと。 
第 2 項(4)の該当者は、所定の申込用紙にて郵送またはファクスで直接 KGA へ申し込むこと。 
【送付先】  
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-18-11 銀座 SC ビル 4F  (一社)関東ゴルフ連盟 
  TEL:03-6278-0005  FAX:03-6278-0008 

12. 指定練習日 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。 

13. 賞 第 1 位 ベストネットスコア賞 
第 2 位～第 5 位 入賞メダル 
参加者 参加章 

 

  



  5/5 

《決 勝》 

1. プレーの条件 18 ホール・ストロークプレー(アンダーハンディキャップ競技) 
2. 参加資格 (1)本年本選手権予選競技通過者 

(2) KGA 特別承認者 
※1. 上記(1)の該当者に欠場者が生じた場合、繰り上げは行わない。 
※2. ハンディキャップインデックスは予選競技のスコアが反映された数値でなければならない。 
※3. 申込締切日から過去 1 年以内に 5 枚以上のスコアが J-sys に反映されていること。 

3. 適用ハンディキャップ 

10 月 1 日付けのハンディキャップインデックスを、プレーするティーイングエリアのスロープレー

ティングにもとづいて換算したプレーイングハンディキャップとする(付記参照)。 
4. 参加申込 所定の参加申込書にて郵送またはファクスで直接 KGA へ申し込むこと。 

【送付先】  
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-18-11 銀座 SC ビル 4F  (一社)関東ゴルフ連盟 
   TEL:03-6278-0005  FAX:03-6278-0008 

5. 申込受付開始 7 月 27 日(水)午前 10 時 
6. 申込受付締切 9 月 29 日(木)午後 5 時 
7. 参加料 【各都県ブロック通過者】 22,000 円(消費税含む) 

  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)。 
【関東ブロック通過者】 あらためて参加料は必要としない。 

8. 参加料振込期限 10 月 3 日(月)までに指定口座に入金しておくこと。 
9. 指定練習日 10 月 21 日(金)、25 日(火)、26 日(水)、27 日(木) 

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。 
10 月 5 日(水)午前 11 時から受付開始。予約専用電話(042-776-8820)にて受付 
(10 月 6 日以降は予約電話受付時間 10 時～17 時) 

10. 賞 優勝者 優勝賞品 
第 2 位～第 5 位 入賞賞品 
参加者 参加章 

 
付記： 
1. 本競技の上位者に本年 JGA 杯 J-sys ゴルフ選手権(11 月 22 日 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース)の出場資格

を付与する。 
2. [マッチングスコアカード方式] 

① 終ラウンドのスコア、② 終ラウンドの 10 番から 18 番ホールの合計スコア、③ 終ラウンドの 13 番から 18 番

ホールの合計スコア、④ 終ラウンドの 16 番から 18 番ホールの合計スコア、⑤ 終ラウンドの 18 番ホールのスコ

ア、⑥ 終ラウンドの 4 番から 9 番ホールの合計スコア、⑦ 終ラウンドの 7 番から 9 番ホールの合計スコア、⑧  
終ラウンドの 9 番ホールのスコアの順で決定する。その際に控除するハンディキャップの数値は、端数を四捨五入

する。上記の方法でも決まらない場合は、⑨委員会によるくじ引きで決定する。尚、くじ引きの際、当該選手不在の

場合は委員会が代理でくじ引きをします。 
3. 【プレーイングハンディキャップ算出方法】 

 

 
※スロープレーティングおよびコースレーティングは KGA で算出し、組み合わせ表とともに通知します。 
 



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）

2022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 三菱UFJ銀行／東京営業部 普通 0000380

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

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

10/3(月)

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

【連絡事項】

※都県予選通過者

★関東ｱﾝﾀﾞｰﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ（決勝）

※関東ブロック予選参加者

関東ｱﾝﾀﾞｰﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ
8/4(木)

年 会 費 （KGA･JGA預り分合計）

5月末
シャ）カントウゴルフレンメイ

≪2022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

振　　込　　内　　容　 人数

2022.6.20作成

振 込 額 振 込 指 定 口 座


