
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 

第 16回 JLPGA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  2022グリーンヒル CUPジュニアゴルフ大会  2022GHJG 
 

主  催  グリーンヒル関ゴルフ俱楽部 

 

後  援  一般社団法人 岐阜県ゴルフ連盟 

 

協  賛  TASKFORCE.INC ／ 株式会社岐阜中濃土地建物 

 

開催日時  2022年 8月 1日 月曜日    

 

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  計 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 3 名 計 6 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  税込 8,000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  2022年 6月 10 日～7月 10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 

 

◇ 観戦・引率の保護者様も、観戦申込書が必要です。 

        別途 新型コロナウイルス感染症対策のお願い 参照 

 

申込方法  電話で受付番号を取得 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 土本 TEL 0575-23-1188 FAX 0575-24-5545 

 

決勝大会 2022年 10月 22日（土）    指定練習日 

     2022年 10月 23日（日）     本戦競技日 

      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    



2022グリーンヒル CUP ジュニアゴルフ大会  2022GHJG 

 

 

選手募集要項 

 

申込期間 2022年 6月 10日 金曜日 ～ 2022年 7月 10日 日曜日  

  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 2022年 8月 1日 月曜日    

     指定練習日 7月 11日（月）～ 7月 31日（日）組数制限あり 

 

募集人数 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  税込 8,000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プレー中以外は、必ずマスクを着用すること。 

          4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。 

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



FAX送信先 0575-24-5545 ↑ 

2022グリーンヒル CUP ジュニアゴルフ大会  2022GHJG 

選手出場申込書 
 

事前に受付電話で取得した受付番号                

出場クラスにレ点を付ける 

     A  □ 1～3年生 男子   B  □ 1～3年生 女子 

C  □ 4～6年生 男子   D  □ 4～6年生 女子 

 

氏名ふりがな                     

                               該当にレ点を付ける 

氏  名                        性別  □ 男 □ 女 

 

生年月日    平成   年   月   日生 

 

自宅住所 〒         

 

                                        

 

電話番号               保護者携帯番号              

 

学校名ふりがな                                 

 

学校名 正式名称                                

 

学校所在地 都道府県              学年              

 

ベストスコア     年  月  日 コース名                 

      ベストスコア        ヤ ー ド        Par              

 

※ 競技当日は、この出場申込書と体調管理チェックシート（別紙）をご持参ください。 

********************************************************************************* 

 

保護者誓約書 

 

本大会出場にあたり大会規定を尊守し、大会期間中における不測の事故や罹病に対して、 

その責任は主催者・後援者・協賛者にはない旨を確認し、誓約いたします。 

 

保護者住所                                    

 

保護者氏名                    印 (保護者自筆押印願います)  

 

保護者緊急連絡先(携帯電話)                            



FAX 送信先 0575-24-5545 ↑ 

2022グリーンヒル CUP ジュニアゴルフ大会  2022GHJG 

保護者ボランティア会 募集要項・申込書 
 

募集趣旨 ジュニアスクール・ジュニア競技会等ジュニアの育成には、保護者の方々のご理解 

     はもとより、有識者の運営協力者(地区連盟・支配人会・他)・県ゴルフ連盟の後援 

・会場ゴルフ場等の多くの方々のご協力により開催・運営されています。 

特に小学生大会は、安全・安心のため、大会運営に多くのスタッフが必要です。 

関東地区では既に取り入られていますが、本大会も保護者の方々にご理解とご協力

を賜り、更なるジュニアの育成を推進いたしたく計画させていただきました。 

募集人員 若干名 最大 30名 

募集条件 運転免許証をお持ちの方で性別・年齢は問いません。 

     乗用ゴルフカートでゴルフのプレーの経験のある方。 

     ゴルフ規則等の知識がなくても結構です。 

業務内容 選手 4名を乗せた自走式ゴルフカートの運転とスコア記録をお願いいたします。 

     いわゆるギャディの業務(クラブ渡し・ボール拭き等)はお願いいたしません。 

     自走式ゴルフカートの運転で選手の移動を手助けしながら、ホール終了毎選手の 

スコア確認と記録をお願いします。 

朝 8時から順次スタートでトップの組は午後 2時ホールアウト予定です。 

最終組予定 9時 52分スタートでは午後 4時 30分ホールアウト予定です。 

     選手たちへのアドバイス・声掛けは絶対に禁止です。 

     万が一に備えて包括保険に加入いたしております。 

参加特典 ポロシャツ             1枚 

     オリジナルキャップ         1ケ 

          オリジナルタオル          1枚 

昼食                 1食 

     ドリンク               2本 

     名古屋銘菓特製手土産         1箱 

 

保護者ボランティア会 参加申込書 

 

申込保護者氏名ふりがな                       性別  男  女 

申込保護者氏名                        印  自筆記入押印 

ポロシャツサイズ       Ｓ ・ Ｍ ・ Ｌ ・ ＬＬ ・ ３Ｌ      ○を付けて下さい 

申込保護者住所 〒                                  

申込保護者連絡先(携帯電話)                              

出場選手の氏名・学年・性別            ・   年生 ・  男  女     

 

※ 競技当日は、この申込書と体調管理チェックシート（別紙）をご持参ください。 



新型コロナウイルス感染症対策のお願い 

 

 

2022グリーンヒル CUPジュニアゴルフ大会 

実行委員長 福川 恵璽 

    

 

新型コロナウイルス感染症対策として、下記内容を厳守してください。 

 

１．競技当日は、参加選手・保護者ボランティア・観戦希望者は、クラブハウス前特設   

抗原検査テントにて、抗原検査（無料）を必ず受けてから入場してください。 

 

  【参加選手】 

  ◇ 提出済み(FAX)の出場申込書と体調管理チェックシートを提出し、抗原検査を受け

てください。 

  ◇ 抗原検査後、クラブハウス内で署名受付を行ってください。 

 

    【保護者ボランティア】 

  ◇ 提出済み(FAX)の保護者ボランティア会申込書と体調管理チェックシートを提出

し、抗原検査を受けてください。 

  ◇ 抗原検査後、クラブハウス内で署名受付を行ってください。 

 

  【観戦希望保護者】 

◇ 観戦希望の保護者様は、事前に FAX にて指定の観戦申込書の提出が必要です。 

    観戦申込書の提出がない場合は、ゴルフ場への入場をお断りいたします。 

◇ 提出済み(FAX)の観戦申込書と体調管理チェックシートを提出し、抗原検査を受け   

  てください。 

 

※ 抗原検査の結果が陽性の場合は、競技への参加、観戦はできません。 

 

２．プレー中の選手以外は、全員必ずマスクを着用ください。 

 

３．クラブハウスを出入りする際には、手洗い、アルコール消毒をお願いします。 

 

４．ラウンド中、クラブハウス内共に、大きな声を出したり、感染の恐れとなる行動はし

ないでください。 

 

５．ソーシャルディスタンスを保ってください。 

 

６．体調不良を少しでも感じた場合は、競技運営者に報告し、競技を棄権してください。 

 

７．その他、安心安全な大会運営にご協力ください。 



FAX 送信先 0575-24-5545 ↑ 

 

 

2022グリーンヒル CUP ジュニアゴルフ大会  2022GHJG 

保護者観戦申込書 

 

 

 

安心安全な大会運営のため、新型コロナウイルス感染症対策を徹底いたします。 

競技当日、引率・観戦でご来場される方は、事前に保護者観戦申込書にて申し込みを   

お願いします。（FAXにて申し込み） 

なお、競技当日は体調管理チェックシート（別紙）をご記入いただきご持参ください。 

 

 

 

観戦希望者氏名ふりがな                      性別  男  女 

観戦希望者氏名                        印  自筆記入押印 

観戦希望者住所     〒                                  

観戦希望者連絡先    （固定電話）                        

         （携帯電話）                                                      

 

出場選手の氏名・学年・性別            ・   年生 ・  男  女     

 

※ 競技当日は、この観戦申込書と体調管理チェックシート（別紙）をご持参ください。 

 

 

 

 

 

 



体調管理チェックシート 

（選手 ・ 保護者ボランティア ・ 観戦希望保護者 提出） 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、体調チェック項目への記入をお願いいたします。 

なお記載いただいた個人情報は「会場クラブへの来場記録」および「新型コロナウイルス感染症拡大 

防止」を目的としたものであり、それ以外の目的では使用いたしません。 

安心安全な大会運営のためご協力をお願いいたします。 

 

同 意 

□ 
大会会場で新型コロナウイルス感染症が確認された場合、感染経路の確認及び感染拡大 

防止の為、個人情報（氏名、住所、連絡先）を関係機関へ提供することを同意いたします。 

 

大会名   第 16回 JLPGA全日本小学生ゴルフトーナメント中部北陸エリア予選大会 

競技日   2022年 8月 1日（月） 

会  場   グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 

 

 

氏  名                             連絡先（携帯）                       

 

緊急連絡先氏名                        連絡先（携帯）                        

（本人以外） 

 

【体調チェック項目】 

 

当日の体温（自宅での計測）       ・     ℃     会場での計測       ・     ℃  

 

大会前 2週間における以下の事項の有無 

◇ あり ・ なし  どちらかに 〇 をつけてください 

① 37.5℃を超える発熱 あり なし 

② 嗅覚や味覚の異常 あり なし 

③ だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難） あり なし 

④ 咳、のどの痛みなど、風邪の症状 あり なし 

⑤ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる あり なし 

⑥ 新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触 あり なし 

⑦ 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と 

されている国、地域等への渡航または当該在住者との濃厚接触 
あり なし 

【重要】  上記 7項目のうち 1項目以上「あり」に〇がついた場合、また当日計測した          

体温状況によっては参加をお断りする場合がございます。 

ご記入の上、当日抗原検査特設テントにてご提出ください。 



2022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     一般社団法人 岐阜県ゴルフ連盟 

 

競技日程    ２０２２年８月１日（月）  

 

会  場    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    （公財）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 

        本競技の参加者全員が、予備日も含めて正規のラウンドを終了できなか

った場合、委員会は競技成立について別途定めるものとする。 

 

タイの決定   順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決定

する。マッチング・スコアカードの方法は、１０番～１８番の合計スコ

ア、１３番～１８番の合計スコア、１６番～１８番の合計スコア、１８

番のスコア、４番～９番の合計スコア、７番～９番の合計スコア、９番

のスコアの順で決定する。それでも決定しない場合は、「委員会による

くじ引き」によって決定する。 

 

使用球の規格  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。このリストは定期的に更新され、

ＲandＡ.orgで閲覧できる。 

         この規定に違反して最新のリストに掲載されていない球でストロークを

行ったことに対する罰：失格。 

 

キャディー   規則１０.３aは次のように修正される：プレーヤーはラウンド中に競技 

委員会が指定した者以外をキャディーとして使用してはならない。 

（なお、プレー形式は共用のキャディーとなる） 

          規定の違反の罰：プレーヤーはそうしたキャディーに援助してもらった 

その各ホールに対して一般の罰を受ける、違反がホールとホールの間で

起きたり、ホールとホールの間まで続く場合、プレーヤーは次のホール

で一般の罰を受ける。 

 



スコアラー   委員会がスコアラーを任命することがある。 

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する。 

 

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。 

         注：①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

したプレーヤーの出場を取り消すことができる。 

          ②競技当日の抗原検査の結果が陽性の場合は、競技参加できない。 

 

申込締切日   ２０２２年７月１０日（日） 締切日後の申し込みは受理しない。 

 

参加申し込み  選手募集要項 参照。 

 

選手受付    選手は競技当日、スタート１時間前までにクラブハウス前特設抗原検査

テントにて抗原検査を行い、その後ハウス内で競技者名簿に署名し受付

を完了すること。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、開会式・

閉会式は行わない。 

         

表  彰    １～３年生の部 男女各１位 

        ４～６年生の部 男女各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。 

※ 競技成績は場内放送で発表し、入賞者のみクラブハウス内で表彰を行う。 

 

参 加 賞    本大会の参加者には、全員に参加賞が与えられる。 

 

指定練習日   ７月１１日（月）～７月３１日（日）の期間とする。 

組数に制限あり。担ぎのセルフプレー。（選手１名につき１名までの保

護者付き添いを認める） 

 

練習日費用   選手 平 日 ２，７８０円/Ｒ 担ぎ歩きセルフプレー。 

           土祝日 ５，７５０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、指定となる。    

◇ 練習ラウンドは、他の選手との組み合わせとなる。 

 

追  記    本大会の１～３年生の部 男女混合上位者１名 

        ４～６年生の部 男女上位者各３名 計６名、合計７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

会の目的のみに使用します。 



大会注意事項 

 

 

１．競技当日は、必ずスタート時刻の１時間前までにクラブハウス前特設抗原検査テント

にて抗原検査を行い、その後クラブハウス内で選手受付を終了すること。（時間厳守） 

なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、開会式・閉会式は行わない。 

 

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・レインウェアなど着用の際も、その下にゴルフウェア

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

童らしく特に挨拶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、打ち放し練習場においては備え付けの球を使用し、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１０，２aの違反により選手に一般の罰が課せられる。ご注意下さい。 

 

９．保護者やギャラリーは競技中コース内に入ることはできない。ただし、１番・１０番

ホールのティーイングエリア周辺、及び９番・１８番ホールのパッティンググリーン

周辺に限り認める。 

 

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である

こと。 

 

11. 携帯電話のコース内持ち込みは禁止する。貴重品の管理は自己責任、持ち込まないこ

とが望ましい。 

 

12. 競技成績は場内放送にて発表し、入賞者のみクラブハウス内で表彰を行う。  以上 



2022グリーンヒルＣＵＰジュニアゴルフ大会 

 

◆ 開催日  ２０２２年８月１日（月） 

◆ 会 場  グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 

競技委員長 後藤 修 

 

◇ ゴルフ規則 

2022年度グリーンヒルＣＵＰジュニアゴルフ大会は、Ｒ＆Ａ ＵＳＧＡ規則並び、こ

のローカルルールを適用する。これらの追加・変更については、この競技に適用され

る競技規定やプレーヤーへの注意事項を確認の事。別途規定されている場合または適

用規則が明示されている場合を除き、このローカルルール違反の罰は：一般の罰。 

 

ローカルルール 

 

１．アウトオブバウンズ（規則 18.2） 

  （a）アウトオブバウンズは白杭及び黄黒杭（しま杭）のコース側の地表レベルで結ん

だ線によって定められる。 

  （b）アウトオブバウンズに止まったり、そのアウトオブバウンズを越えて止まった球

は、他のホールではインバウンズとなるコースの別の部分に止まったとしてもア

ウトオブバウンズである。 

 

２．ペナルティーエリア（規則 17.1） 

    レッドペナルティーエリアは、赤杭または赤線をもってその限界を表示する。 

   線と杭が併用されている場合は、線がその限界を表示する。 

   プレーヤーの球がレッドペナルティーエリアにある場合（たとえ球が見つかっていな

くても、ペナルティーエリアにあることが分かっている．または事実上確実である場

合を含む）、そのプレーヤーは規則 17.1dに基づく選択肢の一つを使って救済を受け

ることができる。 

 

  あるいは、その球が、5番と 6番・6番と 7番の間・13番グリーン前・16番グリーン 

前・18番グリーン前の各池（レッドペナルティーエリア）の線を最後に横切った場合、

追加の選択肢として、1罰打を加え、そのプレーヤーは元の球か別の球をそのペナル

ティーエリアの反対側にドロップすることができる： 

・  基点：そのペナルティーエリアの反対側の縁のうえに推定した地点（ホールまで

の距離は元の球がそのレッドペナルティーエリアの縁を最後に横切った地点から

ホールまでの距離と同じ）。 

・ 基点から計測する救済エリアのサイズ：2 クラブレングス。しかし、次の制限が

ある。 

・ 救済エリアの場所に関する制限 



≫ 基点よりホールに近づいてはならない。そして、 

≫ 同じペナルティーエリア以外であればどのコースエリアでもよい。しかし、 

≫ 基点から 2クラブレングスレングス以内にコースエリアが複数ある場合、球は

その救済エリアにドロップしたときに最初に触れたのと同じコースエリアの

救済エリアに止まらなければならない。   

 

３．異常なコース状態（動かせない障害物を含む）（規則 16） 

（a）修理地 

    ① 白線で囲まれ青杭で表示してある区域、または、青杭で定めた区域の縁の内側

のすべての地面。 

    ② パッティンググリーン上や、ジェネラルエリアの部分にあるヤーデージ用にペ

イントされた線や点は修理地として扱われ、規則 16.1 に基づく救済を受ける

ことができる。しかし、ペイントの線や点がプレーヤーのスタンスにだけ障害

となっている場合、障害は存在しない。 

    ③ ジェネラルエリアでは、イノシシなどの動物によって生じた損傷の区域は規則

16.1bに基づき修理地として扱われる。しかし、その損傷がプレーヤーのスタ

ンスにだけ障害となっている場合、障害は存在しない。 

ローカルルールに違反して誤所から球をプレーしたことに対する罰：規則

14.7aに基づく一般の罰。 

 

(b）動かせない障害物 

  ① コース内にあるＵ字排水溝は動かせない障害物として扱う。 

  ② 人工の表面を持つ道路に隣接しているＵ字排水溝はその道路の一部として扱

う。 

４．気象状況によるプレーの中断と再開（規則 5.7） 

  通常のプレー中断・険悪な気象状況による即時中断・プレー再開の通報は、カート  

搭載の無線によって伝えられる。 

 

５．直前のパッティンググリーン上や、その近くでの練習を禁止する  

  規則 5.5bは次のように修正される： 

  ２つのホールのプレーの間、プレーヤーは次のことをしてはならない。 

・ 終了したばかりのパッティングググリーンやその近くで練習ストロークを行う。ま

たは、 

・ 終了したばかりのパッティンググリーンの表面をこすったり、球を転がすことによ

ってパッティンググリーン面をテストする。 

ローカルルールの違反の罰：一般の罰。   

   

６．スコアカードの提出（規則 3.3b） 

  プレーヤーのスコアカードは、プレーヤーの両足が所定のスコアリングエリアから出

た時点で委員会に提出されたことになる。スコアカードを提出する前にスコアリング



エリアを離れる必要のあるプレーヤーはスコアリングオフィシャルにその意思を告げ

なければならず、そしてすぐに戻らなければならない。 

 

７．競技の成立；    「競技規定（競技方法）に定める」 

 

８．タイの決定；     「競技規定に定める」 

 

９．使用球の規格；   「競技規定に定める」 

 

10. キャディー；     「競技規定に定める」 

 

11. 競技の終了時点； 「競技規定に定める」 

 

12. 参加資格；       「競技規定に定める」 

 

13. 委員会の裁定 

  競技委員会はローカルルール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。 

 

注意事項 

１．ローカルルールに追加変更のある場合はスタートホールのティーイングエリア付近に

告示する。 

２．プレーするホールのヤーデージ・使用ティマーカーは、各クラスによって異なるので

確認すること。 

３．安全上・健康上、プレー中は必ず帽子かバイザーを着用すること。着帽しない場合は、

競技会への参加を取り消す。なお、クラブハウス内では脱帽しマスクを着用すること。 

４．9ホール終了後、クラブハウス内に立ち入ることができる。 

５．小学生らしく清潔端正で若々しく、ゴルフをするために相応しい服装であること。 

保護者・ギャラリーも、ゴルフ場への立ち入りに相応しい服装であること。 

６．コース内は、携帯電話の持ち込みを禁止する。 

以上 

 


