
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(LPGA) 

第 13回 LPGA全日本小学生ゴルフトーナメント 

中部北陸(福井・石川・富山・長野・静岡・愛知・三重・岐阜)エリア予選大会 

 

大会概要 

 

大会名称  2018グリーンヒル CUPジュニアゴルフ大会 

 

主  催  グリーンヒル関ゴルフ俱楽部 

 

後  援  岐阜県ゴルフ連盟 

 

開催日時  2018年 8月 6日 月曜日   荒天予備日 8月 7日 火曜日 

 

開催場所  グリーンヒル関ゴルフ俱楽部 

〒501-3926岐阜県関市小迫間東別所 852 TEL 0575-23-1188 FAX 0575-24-5545                                             

 

競技方法  1～3 年生の部 18ホールストロークプレー 

      男子 20名 女子 20名 計 40名 男女優勝者   2名 決勝大会出場 

 

      4～6 年生の部 18ホールストロークプレー 

男子 45名 女子 45名 計 90名 男女上位 4 名 計 8 名 決勝大会出場 

 

参加費用  エントリー費・プレー費・昼食・2ドリンク込み  7,500円 事前振込 

     【注】振込手数料は、選手負担  

参加費用振込みの際は、振込依頼人の前に受付番号を記載してください 

 

申込期間  2018年 6月 1日～7 月 6 日   先着順 別途 選手募集要項 参照 

 

      併せて、保護者ボランティア会の募集も致します 

別途 保護者ボランティア会募集要項 参照 

 

申込方法  電話で受付番号を取り所定の申込用紙を FAXする 参加費用振込で完了 

 

問い合せ  グリーンヒル関ゴルフ俱楽部  担当 名倉・土本 

      TEL 0575-23-1188   FAX 0575-24-5545 

 

決勝大会 2018年 10月 6日（土）    指定練習日・開会式 

     2018年 10月 7日（日）    本戦・表彰式 

      会場：矢吹ゴルフ倶楽部    〒969-0262 福島県西白河郡矢吹町松房 314    



2018グリーンヒル CUPジュニアゴルフ大会 

選手募集要項 

 

申込期間 2018年 6月 1日 金曜日 ～ 2018年 7月 6日 金曜日  

先着順のため、出場希望者多数の場合は期限前でも締め切る場合があります。 

 

開催場所 〒501-3926 岐阜県関市小迫間東別所 852番地 

     グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 

 

開催日時 2018年 8月 6日 月曜日   荒天予備日 8月 7日 火曜日 

     指定練習日 7月 7日（土）～8 月 5日（日）組数制限あり。お問い合わせください。 

 

募集人数 ゴルフクラスのみ スナッグクラスはありません。 

     １～3年生の部 男子 20名 女子 20名 計 40名 

      4～6年生の部 男子 45名 女子 45名 計 90名 

 

出場資格 福井県・石川県・富山県・長野県・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県に在学の 

1年生から6年生までの男女小学生または主催者の特別承認者。 

 

競技規則 日本ゴルフ協会規則及び大会特別競技規則を適用する。 

 

参加費用 エントリー費・プレー費・昼食・2ドリンク込  7,500円 事前振込 

     消費税・スポーツ振興基金 30円込  振込手数料は選手負担とする。 

     コース売店・物品購入・保護者昼食・宅急便等に関しては各自負担とする。 

 

注意事項 1参加選手はゴルフをするのにふさわしい服装であること。 

          2プレー中はもとよりハウス内でもマナー・エチケットを守ること。 

          3病気またはその他の事情で参加を取りやめる場合必ず連絡をすること。 

     4納付済み参加費用はいかなる理由でも返金いたしません。 

 

申込方法 ① 受付電話 0575-23-1188で受付番号を取ってください。 

     ② 所定の申込用紙にご記入の上、0575-24-5545へ FAXして下さい。 

     ③ 参加費用を指定の金融機関に振込んでください。エントリー完了です。 

    【注】参加費用振込みの際は、振込依頼人の前に受付番号を記載してください。 

 

       振込先口座  岐阜信用金庫 関支店 普通 ０２７７０６４ 

              口座名 グリーンヒルスポーツ株式会社 

 

お問合先 グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 担当者 名倉・土本 

     TEL 0575-23-1188  FAX 0575-24-5545 



2018グリーンヒルCUPジュニアゴルフ大会 競技規定 

 

◆主  催 グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 

◆後  援 岐阜県ゴルフ連盟 

 

日   時 ２０１８年８月６日（月）    荒天予備日 ８月７日（火） 

場   所 グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 

      〒501－3926 岐阜県関市小迫間東別所852 

           TEL ０５７５－２３－１１８８ 

 

競 技 規 則   日本ゴルフ協会ゴルフ規則及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。 

 

競 技 方 法  １８ホール・ストロークプレー 

 

タイの決定  第１位タイの場合は、マッチング・スコアカード方式により決定する。 

 

使用球の規格  プレーヤーの使用球は、Ｒ＆Ａルールズリミテッド（ＵＳＧＡ版）発行の

最新の公認球リスト（※）に載っているものでなければならない。本条件

違反の罰や処置は『ゴルフ規則付Ⅰ(Ｃ)１ｂ』を適用する。（ゴルフ規則

175 ページ参照）※「最新の公認球リスト」はＪＧＡホームページからＲ

＆Ａのホームページにアクセスして確認することができる。但し、公認球

は月１回更新されるので注意のこと。 

 

キャディ ー（規則６－４注）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。この競技の条件の

違反の罰や処置は、『ゴルフ規則付Ⅰ(Ｃ)２』を適用する。（ゴルフ規則

177 ページ参照） 

 

ゴルフシューズ  グリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用を禁止することがある。 

 

競技終了時点 本競技は、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。 

 

参 加 資 格 福井県・石川県・富山県・長野県・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県に 

在学の児童で１年生から６年生までの男女小学生または主催者の特別承認者 

  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プレーヤー

の参加資格を取り消すことができる。 

 



申込締切日 ２０１８年７月６日（金）   締切日後の申込は受理しない。 

 

参 加 申 込 選手募集要項 参照 

 

選 手 受 付 選手は競技当日、午前７時００分までに倶楽部ハウス内で競技者名簿に署名

し受付を完了すること。午前７時１５分より開会式を行います（時間厳守） 

 

表   彰 １～３年生の部 男女１～３位 

      ４～６年生の部 男女１～３位 

入賞者がタイの場合は、マッチング・スコアカード方式により決定する。 

     注１）マッチング・スコアカード方式は、９ホールズ（１０～１８番）の合計

スコア、６ホールズ（１３～１８番）の合計スコア、３ホールズ（１６

～１８番）の合計スコアの順で決定し、なお決定しない場合は１８番ホ

ールのスコアで決定する。 

     注２）マッチング・スコアカード方式で順位が決定しない場合は、１７番ホー

ルからのカウントバックにより決定する。 

『ゴルフ規則付Ⅰ(Ｃ)１０ｂ(c)』（ゴルフ規則182ページ参照） 

 

参 加 賞 本大会の参加者には全員に参加賞が与えられます。 

 

指定練習日 7月 7日（土）～8月 5日（日）の期間とする。組数に制限あり。 

      原則 担ぎの歩きセルフプレー（選手１名につき１名までの保護者付添い） 

      選手 平  日   ３，０００円／Ｒ  担ぎ歩き セルフプレー 

土日祝   ５，８００円／Ｒ  担ぎ歩き セルフプレー 

      ◇ 保護者同伴ラウンドは、保護者同伴プレー特別料金 

      ◇ 練習ラウンドのスタート時間は、指定となります 

      ◇ 練習ラウンドは、他の選手と組合せとなります 

 

      詳しくはお問い合わせください。0575-23-1188 担当 名倉・土本 

 

追   記  本大会の 1～3年生の部 男女優勝者それぞれ 1名 計 2名 

4～6年生の部 男女上位各 4名 計 8名 合計 10名は 

決勝大会に出場することができる。 

 

そ の 他 参加申し込みに際し、主催者が取得するプレーヤーの個人情報は、本大会の

目的の範囲内で利用いたします。 

 

 

 

 

 



大会注意事項 

 

１．競技当日は、必ず定刻までに選手受け付けを終了し、開会式に参加すること(厳守) 

  選手受け付けは午前７時００分まで、開会式は午前７時１５分 開始。 

 

２．参加選手は、清潔、端正で若々しく、ゴルフをするのにふさわしい服装であること。 

※帽子・バイザーは必ず着用のこと。 

 

３．ベスト・ウィンドブレーカー・レインウエア等の着用の際も、その下にゴルフウエア

を着用のこと。 

 

４．プレー中はもとよりクラブハウス内においてもマナー・エチケットをよく守り、児童

らしく特にあいさつや返事はきびきびした立派な態度で行動すること。 

 

５．プレー中は、①ＪＧＡ発行のルールブック 

②目土袋 

③スコップ 

④グリーンフォークは常に携帯すること。 

（必ず学校名・氏名を明記しておくこと。） 

 

６．練習は指定練習場にて行い、打放し練習場においては備付けの球を使用し、スタート

前の練習は１人１コイン（２４球）を限度とする。 

 

７． 病気または他の事情で参加を取り止める場合は、必ず事前にゴルフ場に連絡すること。 

 

８．参加選手への競技中の声掛けは、その内容を競技委員会がアドバイスと判断した場合

ゴルフ規則８の違反により選手にペナルティが課されます。ご注意下さい。 

 

９．保護者及びギャラリーは競技中コースに入ることは出来ません。１番・１０番ホール

ティインググラウンド周辺及び９番・１８番ホールのグリーン周辺に限り認めます。 

 

１０．選手も保護者及びギャラリーも服装はゴルフ場への立ち入りに相応しいものとして

下さい。 

 

１１．携帯電話の持込は禁止する。貴重品については、持って来ない事。 

 

連絡先 

◇グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 

 〒501-3926 岐阜県関市小迫間東別所８５２番地 

  TEL0575-23-1188 FAX0575-24-5545  担当 名倉・土本            以 上 

mailto:必ず事前にh@l/yv.pgb@.2ho2@i


２０１８グリーンヒル CUPジュニアゴルフ大会 

 

◆開催日：２０１８年８月６日（月）  

◆会 場：グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 

競技委員長 大野 義隆 

 

競 技 の 条 件 

 

１．ゴルフ規則 

日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルールを適用する。 

 

２．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。 

 

３．使用球の規格 

プレーヤーの使用球は、Ｒ＆Ａルールズリミテッド発行（ＵＳＧＡ版）の最新の公認

球リストに載っているものでなければならない。 

この競技の条件の違反の罰や処置は、『ゴルフ規則付Ⅰ(Ｃ)１ｂ』を適用する。 

（ゴルフ規則 175ページ参照） 

４．キャディー（規則６－４注） 

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。この競技の条件の違反の罰や処置は、『ゴルフ規則付Ⅰ

(Ｃ)２』を適用する。（ゴルフ規則 177ページ参照） 

ゴルフバック（キャディーバック）は共用のカートで運搬し、カートはプレーヤーの

携帯品とする。尚、プレーヤーはカートに乗ることができる。 

 

５．ゴルフシューズ 

  正規のラウンド中、プレーヤーが金属製・セラミックス製、または委員会がそれと同

等と認めた鋲を有するゴルフシューズを使用することを禁止する。 

この条件の違反の罰は、競技失格とする。 

 

６．プレーの中断と再開 

（１）通常のプレーの中断（落雷などの危険を伴わない気象状況）については、ゴルフ

規則６－８ｂ、ｃ、ｄに従って処置すること。 

（２）険悪な気象状況にあるため、委員会の決定によりプレーが中断となった場合で、

同じ組のプレーヤー全員がホールとホールの間にいたときは、各プレーヤーは委

員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。１ホールの

プレーの途中であったときは、各プレーヤーはすぐにプレーを中断しなければな

らず、そのあと、委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはな

らない。プレーヤーがすぐにプレーを中断しなかったときは、ゴルフ規則３３－

７に決められているような、罰を免除する正当な事情がなければ、そのプレーヤ

ーは競技失格とする。 

この条件の違反の罰は、競技失格（ゴルフ規則６－８ｂ注） 

 

 



（３）プレーの中断と再開の合図について 

通常のプレー中断・険悪な気象状況による即時中断・プレーの再開 

それぞれの通報はカートに搭載の無線にて行う。 

 

７．ホールとホールの間の練習禁止（ゴルフ規則７注２） 

ホールとホールの間では、プレーヤーは最後にプレーをしたホールのパッティンググ

リーン上やその近くで練習ストロークをしてはならないし、球を転がすことによって

最後にプレーをしたホールのパッティンググリーン面をテストしてはならない。 

この競技の条件の違反の罰や処置は、『ゴルフ規則付Ⅰ(Ｃ)５ｂ』を適用する。 

（ゴルフ規則 179ページ参照） 

８．競技の終了時点 

  本競技は、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。 

 

 

ローカルルール 

 

１．アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。 

ただし、現にプレーするホールの白杭を結ぶ線を越えて、他の区域に止まった球はア

ウトオブバウンズとする。 

 

２．修理地は青杭を立て、白線をもってその限界を標示する。 

 

３．スルーザグリーンの芝生を短く刈ってある区域（規則２５－２参照）にある距離計測

のための黄色いペイントは修理地とみなす。しかしながら、そのペイントがプレーヤ

ーのスタンスの障害となっていても、それ自体は規則２５－１に基づく障害とはみな

さない。球がそのペイントの上にあるか、触れている場合、またはそのペイントが意

図するスイング区域の障害となる場合、規則２５－１に基づいて救済を受けることが

できる。 

このローカルルールの違反の罰は、２打 

 

４．ラテラル・ウォーターハザードは赤杭または赤線をもってその限界を標示する。線と

杭が併用されている場合は線がその限界を標示する。 

 

５．排水溝は動かせない障害物とする。 

 

６．人工の表面を持つ道路に接した排水溝は、その道路の一部とみなす。 

 

７．使用ティーマーカー・各ホールヤーデージについては、各クラスにより異なります。 

  コースへお問い合わせください。 

 

以上 


