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B1.プレーの条

B2.タ イ の 決

B3.競技終了時

ゴ ル フ 規 則  日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。

競技委員会の裁定  競技委員会は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。

用具の使用制限   (1)

(2)

キ ャ デ ィ ー  プレーヤーはラウンド中に

ならない

他地区連盟同選手権  本競技は、

ンダーハンディ競技と重複参加申し込みしてはならない。

参 加 料  12

参加料は各クラブでとりまとめ、締切日までにクラブ名で振り込むこと。

(1)

(2)

(3)

加 賞   ネーム

個人情報に関  本選手権競技参加申込により当連盟が取得する個人情報は、次の目的にのみ利用します。

する同意内容    (1)

(2)

(3)

    技】

  9月10日（火）・

    西宮カントリー

〒662-0811

プレーの条件   18

各日、

本競技に適用するハンディキャップは、プレーヤーの

ィキャップ

て換算されたコースハンディキャップとする。

タ イ の 決 定  入賞者にタイが生じた場合の順位は、マッチングスコアカード方式で決定し、なお決定しな

い場合は

ディキャップの

1/18

競技終了時点   競技委員

2019年度

日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。

競技委員会は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。

(1)適合ドライバーヘッドリスト

(2)適合球リスト

プレーヤーはラウンド中に

ならない。(ﾛｰｶﾙﾙｰﾙひな型

本競技は、JGA

ンダーハンディ競技と重複参加申し込みしてはならない。

12,000円（消費税含む）

参加料は各クラブでとりまとめ、締切日までにクラブ名で振り込むこと。

「三井住友銀行

(1)締切日までに入金されなかった場合は、たとえ申込が

(2)申込締切後の参加取消しは、参加料は返金しない。

(3)締切前に参加を取り消した場合、参加料は返金するが、その際にかかる手数料（銀行振込

手数料等）は申込クラブの負担とする。

ネームプレート

本選手権競技参加申込により当連盟が取得する個人情報は、次の目的にのみ利用します。

(1)本選手権の参加資格の審査。

(2)本選手権の開催および運営に関する業務。

これには、選手権の開催に際し、選手権関係者

生年月日、所属

競技結果の公表を含みます。

(3)この申込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

選手権終了後において必要に応じ、そのうち上記

表。 

技】 

日（火）・9月

西宮カントリー倶楽部

0811 西宮市仁川町

18ホールストロークプレー

各日、男女各

本競技に適用するハンディキャップは、プレーヤーの

ィキャップインデックス

て換算されたコースハンディキャップとする。

入賞者にタイが生じた場合の順位は、マッチングスコアカード方式で決定し、なお決定しな

い場合は18番ホールからのカウントバック方式により決定する。この場合、競技者のハン

ディキャップの

1/18(1ホールの場合

競技委員長の成績発表

年度（第23回）

競

日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。

競技委員会は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。 

適合ドライバーヘッドリスト

球リスト(ﾛｰｶﾙﾙｰﾙひな型

プレーヤーはラウンド中に

ﾛｰｶﾙﾙｰﾙひな型

JGA杯J-sysゴルフ選手権の予選を兼ねるため、出場選手は他地区連盟主催のア

ンダーハンディ競技と重複参加申し込みしてはならない。

円（消費税含む） 

参加料は各クラブでとりまとめ、締切日までにクラブ名で振り込むこと。

「三井住友銀行 大阪本店営業部

締切日までに入金されなかった場合は、たとえ申込が

申込締切後の参加取消しは、参加料は返金しない。

締切前に参加を取り消した場合、参加料は返金するが、その際にかかる手数料（銀行振込

手数料等）は申込クラブの負担とする。

プレート 

本選手権競技参加申込により当連盟が取得する個人情報は、次の目的にのみ利用します。

本選手権の参加資格の審査。

本選手権の開催および運営に関する業務。

これには、選手権の開催に際し、選手権関係者

生年月日、所属(所属クラブ、所属団体、学生の場合学校名および学年

競技結果の公表を含みます。

この申込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

選手権終了後において必要に応じ、そのうち上記

月11日（水）    

倶楽部 

西宮市仁川町6-19-7

ールストロークプレー

各1クラスとし、

本競技に適用するハンディキャップは、プレーヤーの

インデックスに

て換算されたコースハンディキャップとする。

入賞者にタイが生じた場合の順位は、マッチングスコアカード方式で決定し、なお決定しな

番ホールからのカウントバック方式により決定する。この場合、競技者のハン

ディキャップの1/2(9ホールの場合

ホールの場合)を(小数点以下は

長の成績発表がな

回）KGU杯アンダーハンディ

競 技 規 

日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。

競技委員会は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

適合ドライバーヘッドリスト(ﾛｰｶﾙﾙｰﾙひな型

ﾛｰｶﾙﾙｰﾙひな型G-3)を適用する。

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

ﾛｰｶﾙﾙｰﾙひな型H-1)  

ゴルフ選手権の予選を兼ねるため、出場選手は他地区連盟主催のア

ンダーハンディ競技と重複参加申し込みしてはならない。

参加料は各クラブでとりまとめ、締切日までにクラブ名で振り込むこと。

大阪本店営業部 普通

締切日までに入金されなかった場合は、たとえ申込が

申込締切後の参加取消しは、参加料は返金しない。

締切前に参加を取り消した場合、参加料は返金するが、その際にかかる手数料（銀行振込

手数料等）は申込クラブの負担とする。

本選手権競技参加申込により当連盟が取得する個人情報は、次の目的にのみ利用します。

本選手権の参加資格の審査。 

本選手権の開催および運営に関する業務。

これには、選手権の開催に際し、選手権関係者

所属クラブ、所属団体、学生の場合学校名および学年

競技結果の公表を含みます。 

この申込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

選手権終了後において必要に応じ、そのうち上記

）     【予備日：

7    ℡ 0797

ールストロークプレー 

とし、男女別にネットスコアにより順位を決定

本競技に適用するハンディキャップは、プレーヤーの

に西宮CCのプレーするティーのスロープレーティング

て換算されたコースハンディキャップとする。

入賞者にタイが生じた場合の順位は、マッチングスコアカード方式で決定し、なお決定しな

番ホールからのカウントバック方式により決定する。この場合、競技者のハン

ホールの場合)、

小数点以下は四捨五入

なされた時点をもって終了したものとみなす。

杯アンダーハンディ

 定 

日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。

競技委員会は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

ﾛｰｶﾙﾙｰﾙひな型G-1)を適用する

を適用する。 

委員会によって指定された者以外をキャディーとして

ゴルフ選手権の予選を兼ねるため、出場選手は他地区連盟主催のア

ンダーハンディ競技と重複参加申し込みしてはならない。

参加料は各クラブでとりまとめ、締切日までにクラブ名で振り込むこと。

普通 №8003589

締切日までに入金されなかった場合は、たとえ申込が

申込締切後の参加取消しは、参加料は返金しない。

締切前に参加を取り消した場合、参加料は返金するが、その際にかかる手数料（銀行振込

手数料等）は申込クラブの負担とする。 

本選手権競技参加申込により当連盟が取得する個人情報は、次の目的にのみ利用します。

本選手権の開催および運営に関する業務。 

これには、選手権の開催に際し、選手権関係者(報道関係者を含む

所属クラブ、所属団体、学生の場合学校名および学年

この申込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

選手権終了後において必要に応じ、そのうち上記(2)

【予備日：9月

97（71）1212

にネットスコアにより順位を決定

本競技に適用するハンディキャップは、プレーヤーの

のプレーするティーのスロープレーティング

て換算されたコースハンディキャップとする。 

入賞者にタイが生じた場合の順位は、マッチングスコアカード方式で決定し、なお決定しな

番ホールからのカウントバック方式により決定する。この場合、競技者のハン

1/3(6ホールの場合

四捨五入)グロススコアよりそれぞれ控除する。

された時点をもって終了したものとみなす。

杯アンダーハンディ競技 

主催：一般社団法人

日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。

競技委員会は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

を適用する。 

委員会によって指定された者以外をキャディーとして

ゴルフ選手権の予選を兼ねるため、出場選手は他地区連盟主催のア

ンダーハンディ競技と重複参加申し込みしてはならない。 

参加料は各クラブでとりまとめ、締切日までにクラブ名で振り込むこと。

8003589 一般社団法人

締切日までに入金されなかった場合は、たとえ申込が入力されていても参加を認めない。

申込締切後の参加取消しは、参加料は返金しない。 

締切前に参加を取り消した場合、参加料は返金するが、その際にかかる手数料（銀行振込

本選手権競技参加申込により当連盟が取得する個人情報は、次の目的にのみ利用します。

報道関係者を含む

所属クラブ、所属団体、学生の場合学校名および学年

この申込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

(2)記載の公表事項の適宜の方法による公

月17日（火）】

212 

にネットスコアにより順位を決定

本競技に適用するハンディキャップは、プレーヤーの9月1日付けの

のプレーするティーのスロープレーティング

入賞者にタイが生じた場合の順位は、マッチングスコアカード方式で決定し、なお決定しな

番ホールからのカウントバック方式により決定する。この場合、競技者のハン

ホールの場合)、1/6

グロススコアよりそれぞれ控除する。

された時点をもって終了したものとみなす。

ｱﾝﾀﾞｰﾊﾝﾃﾞｨ

競技 

一般社団法人 関西ゴルフ連盟
http://www.kgu.gr.jp/

日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。 

競技委員会は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

 

委員会によって指定された者以外をキャディーとして

ゴルフ選手権の予選を兼ねるため、出場選手は他地区連盟主催のア

参加料は各クラブでとりまとめ、締切日までにクラブ名で振り込むこと。 

一般社団法人 関西ゴルフ連盟」

されていても参加を認めない。

締切前に参加を取り消した場合、参加料は返金するが、その際にかかる手数料（銀行振込

本選手権競技参加申込により当連盟が取得する個人情報は、次の目的にのみ利用します。

報道関係者を含む)に対する参加者の氏名

所属クラブ、所属団体、学生の場合学校名および学年)、並びに

この申込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

記載の公表事項の適宜の方法による公

）】 

にネットスコアにより順位を決定する。 

日付けのJGA/USGA

のプレーするティーのスロープレーティング

入賞者にタイが生じた場合の順位は、マッチングスコアカード方式で決定し、なお決定しな

番ホールからのカウントバック方式により決定する。この場合、競技者のハン

1/6(3ホールの場合

グロススコアよりそれぞれ控除する。

された時点をもって終了したものとみなす。 

ｱﾝﾀﾞｰﾊﾝﾃﾞｨ 1/2

関西ゴルフ連盟
http://www.kgu.gr.jp/

競技委員会は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

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

ゴルフ選手権の予選を兼ねるため、出場選手は他地区連盟主催のア

関西ゴルフ連盟」 

されていても参加を認めない。

締切前に参加を取り消した場合、参加料は返金するが、その際にかかる手数料（銀行振込

本選手権競技参加申込により当連盟が取得する個人情報は、次の目的にのみ利用します。 

に対する参加者の氏名、

並びに選手権の

この申込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

記載の公表事項の適宜の方法による公

/USGAハンデ 

のプレーするティーのスロープレーティングに基づい 

入賞者にタイが生じた場合の順位は、マッチングスコアカード方式で決定し、なお決定しな

番ホールからのカウントバック方式により決定する。この場合、競技者のハン

ホールの場合)、 

グロススコアよりそれぞれ控除する。 

1/2 

関西ゴルフ連盟 
http://www.kgu.gr.jp/ 

競技委員会は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

ゴルフ選手権の予選を兼ねるため、出場選手は他地区連盟主催のア 

 

されていても参加を認めない。 

締切前に参加を取り消した場合、参加料は返金するが、その際にかかる手数料（銀行振込

、

選手権の

この申込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

記載の公表事項の適宜の方法による公

ハンデ 

 

入賞者にタイが生じた場合の順位は、マッチングスコアカード方式で決定し、なお決定しな 

番ホールからのカウントバック方式により決定する。この場合、競技者のハン 



ｱﾝﾀﾞｰﾊﾝﾃﾞｨ 2/2 

B4.参 加 資 格  (1) J-sysに5枚以上（直近1年間）のスコアカードが入力されている加盟クラブ会員 

(2)KGU承認者 

≪注≫競技委員会は競技中を含めいつでも、出場に相応しくないと判断した競技者の参加

資格を取り消すことができる。 

B5.参 加 申 込   ・JGA/USGAハンディキャップインデックス査定を受けたクラブから申し込むこと 

・2日間に分けて行うので、参加申込書に希望日を第2希望まで記入すること。参加日程は

申込締切り後、各日の参加者が適正となるよう委員会が決定する。 

・組合せは委員会で決定するが、同伴参加は、同一組で 2 人（男女別クラスのため、男女

同組は不可）までは可とする。（同伴者の連絡方法は別途ご案内） 

≪注≫各日の参加希望者が一定数を超えた場合、先着順で参加者を決定する。ただし、開催

クラブからの参加者は優先する。 

B6.申 込 締 切 日  8月7日（水）午後5時 

≪注≫ 申込者が一定数を超えた場合、上記締切日以前に申込を締切ることがある 

B7.   賞     各日男女各クラス1位～3位 

B8.指 定 練 習 日  8月30日(金)、9月3日(火)～6日(金) 

8月9日以降、必ず事前に開催クラブに申し込むこと。 

B9.費 用   競技当日、指定練習日（1日間）は会員扱い。 

 

 

付 記   

1．JGA杯J-sysゴルフ選手権（12月3日 千葉CC・野田コース）への出場割当数は男女各クラス上位8人とする。各

日別の通過者数は、申込締切時点の参加予定者数の比率で決定する。通過者にタイが生じた場合は、次の順で出

場者を決定する。マッチングスコアカード方式→18番ホールからのカウントバック方式→委員会によるくじ引き。

（この場合、競技者のハンディキャップの1/2(9ホールの場合)、1/3(6ホールの場合)、1/6(3ホールの場合)、

1/18(1ホールの場合)を(小数点以下は四捨五入)グロススコアよりそれぞれ控除する。） 

出場者は、KGU杯アンダーハンディ競技のスコアを必ずNEW J-sysに反映させなければならない。欠場者が出

た場合、J-sysゴルフ選手権参加意思ありの選手の中から、繰り上げる。 


