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《競技規定》 

【予選】 

１.日程・会場 2022年 1月 29日（土） ダンロップパースリーコース 

2022年 1月 30日（日） ダンロップパースリーコース 

2022年 2月 5日 （土） ダンロップパースリーコース 

※いずれか 1日を選択、定員に達した場合は希望日にラウンドできない場合がある。 

【住所】〒651-1341 兵庫県神戸市北区八多町深谷字梁ケ谷 1025-１ 

【TEL】 078（987）0993 

２
 

.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。 

３
 

.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。 

４
 

.プレーの条件 18ホール・ストロークプレー 

本競技は「第 2２回関西小学生ゴルフ選手権春季大会決勝」への出場資格を決定するもの

である。男子、女子の上位者（参加者数により決定）が決勝へ進出する。 

５
 

.用具の使用制限 (a) 適合ドライバーヘッドリスト(ローカルルールひな型G-1)を適用する。 

(b) 溝とパンチマークの仕様(ローカルルールひな型G-2)を適用する。 

(c) 適合球リスト(ローカルルールひな型G-3)を適用する。 

６
 

.キャディー 正規のラウンド中、競技者のキャディー使用は禁止する。 

7.競技終了時点 本予選競技は、競技委員長が成績表にサインをした時点をもって終了したものとみなす。 

8.参加資格 ①日本ゴルフ協会（JGA）ジュニア会員に登録している関西地区在住の小学生（1年～6

年）の男女で、他のプレーヤーに迷惑をかけずに18ホールをラウンドできる者に限る。 

②主催者の特別承認者 

※ラウンド経験が少なく、ゴルフルールを理解していないプレーヤー、マーカーとしてスコア

を数えられないプレーヤーは参加をご遠慮ください。 

《注》本競技は全国小学生ゴルフ春季大会の予選を兼ねるため、出場選手は他地区との重

複参加申し込みをしてはならない。 

9.シード選手 「第 19回 TSURUYA CUPスポニチ・ジュニアチャレンジ」各予選大会（7/26、8/3、10/３、

12/27）の男女優勝者、「第 22 回関西小学生ゴルフ選手権競技」の男子、女子とも上位 3 位タイ

までの選手は、本大会決勝からの出場となる。 

※シード選手も必ずエントリーを行うこと。 

10.参加費 5,500円（予選・決勝を通じての料金。消費税込） 

※予選、決勝ともプレー費は自己負担。 

※締切以後に出場を取りやめた場合、参加費は一切返却しません。 

11.プレー費  ジュニア料金 2,000 円（消費税込）※プレー費は競技当日にコースフロントでお支払いく

ださい。  

12．練習場 コース横の練習場が 2月から工事のため、使用不可。パター練習のみ可能。 

練習が必要な参加者は近隣での練習を済ませておくこと。 



13.申し込み方法 

 

 

 

＝申し込み用QRコード＝ 

各予選とも12月7日（火）の午前10時からWEBのみで申し込みを受け付けます。 

参加希望者は、JTBスポーツステーション（https://jtbsports.jp/）からアクセスし登録

後、クレジットカード決済、もしくはコンビニエンスストア決済にて参加費をお支払いくださ

い。※エントリー後、１週間以内に入金が確認できない場合は参加予約取り消しとなります

ので、ご注意ください。※シード選手も必ずエントリーを行ってください。 

14.申し込み締め切り 2021年12月28日（火） 

※締め切り後の申し込みは、理由の如何を問わず受理しません。 

※締め切り後のキャンセルは、理由の如何を問わず参加費の返金はしません。 

※組み合わせ・ローカルルール等は2022年1月12日（水）までにスポニチプラスに掲載 

します。郵送はいたしませんので、ご注意ください。 

15.練習日及び 

プレー代 

特別な練習日は設けません。※大会申込完了後、コース（℡：078（987）0993）に直接予

約し申し込みをすること。（何回でも可） 

【プレー費】平日・土日祝＝ジュニア料金 2,000円(消費税込） 

16．食事 保護者のクラブハウスでの飲食は禁止。 

コース内に売店はない。自動販売機はある。各自、必要に応じて飲食物を持参のこと。 

 

 

【決勝】 

1.日程・会場 2022年 2月 20日（日） ダンロップ ゴルフコース 

【住所】 〒651-1341 兵庫県神戸市北区八多町深谷字梁ヶ谷 1025-1   

【TEL】 078（982）1221 

２
 

.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。 

３
 

.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。 

4.プレーの条件 

 

18ホール・ストロークプレー 

男子上位 16人、女子上位 18人は 2022年 3月 29日（火）、30（水）に烏山城カントリー

クラブ（栃木：予定）で行われる全国小学生ゴルフ春季大会への出場権を得る。 

所定のホールが終わり１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優勝者

を決定する。（プレーオフは行わない）尚、優勝者以外の順位は同打数同位とする。 

又、全国大会出場順位にタイが生じた場合もマッチングスコアカード方式により順位を決定

する。 

５
 

.用具の使用制限 (a) 適合ドライバーヘッドリスト(ローカルルールひな型G-1)を適用する。 

(b) 溝とパンチマークの仕様(ローカルルールひな型G-2)を適用する。 

(c) 適合球リスト(ローカルルールひな型G-3)を適用する。 

６
 

.キャディー 正規のラウンド中、競技者のキャディー使用は禁止する。 

7.競技終了時点 本予選競技は、競技委員長が成績表にサインをした時点をもって終了したものとみなす。 

8.シード選手 

 

 

「第 19 回 TSURUYA CUP スポニチ・ジュニアチャレンジ」各予選大会（7/26、8/3、10/３、

12/27）の男女優勝者、「第 22 回関西小学生ゴルフ選手権競技」の男子、女子とも上位 3 位タイま

での選手は、本大会決勝からの出場になります。 

※シード選手も必ずエントリーを行うこと。 

9.プレー費 ジュニア料金 10,650円(カート使用料、ゴルフ場振興基金、消費税込) 

※健康保険証のコピーを必ずお持ちください＝ゴルフ場利用税免除手続きのため、保険証

を添えてフロントに提示すること。提示がない場合は利用税を別途いただきます。 

※プレー費は競技当日にフロントで支払うこと。 



10．練習場 コース横の練習場が 2月から工事のため使用不可。パター練習のみ可能。 

練習が必要な参加者は、近隣での練習を済ませること。 

11.練習日及び 

プレー代 

特別な練習日は設けない。 

※大会申込完了後、コース（Tel：078（982）1221）に直接予約し申し込みをすること。 

（何回でも可） 

【プレー費】  平日＝6,250円（ジュニア料金、消費税込、乗用カート費込、キャディーなし） 

土日、祝日＝10,650円（ジュニア料金、消費税込、乗用カート費込、キャディーなし） 

※プレー出来ない日もある。 

12．食事 選手に限定メニューをご用意しております。（有料）※清算時にプレー費と同時に支払うこ

と。  また、保護者の待機場所（車内）でとっていただくことも可能。 

保護者のクラブハウスでの飲食は禁止。 

休憩は４０分から６０分。スコアラーが伝えるターン時間をきちんと聞いておくこと。 

大会当日はスタートしてからスコアカードを提出するまで（昼の休憩時間も含む）極力プレー

ヤーに声をかけないこと。プレーヤーが罰せられる可能性がある。 

13.表彰 当日は密を避けるため、表彰式は行わない。男子、女子とも 3位まで賞状と盾を大会後に郵

送する。 

  

※決勝の組み合わせ、競技規則、注意事項等は 2022年 2月 9日（水）17時までにスポニチプラスに掲載します。 

郵送はいたしませんのでご注意ください。 

 

予選・決勝 注意事項 
 

【予選・決勝を通しての参加者注意事項】 

※弊社ホームページ・スポニチプラス別掲の「新型コロナウイルス感染症に対するガイドライン」を必ずお読みくださ

い。 

※新型コロナウイルスの感染状況、その他の要因により大会を中止する場合がございますのでご了承ください。 

※必ずマスクを着用して入場すること。大会受付時に検温を実施し、37.5度以上の熱がある場合は、選手の出場を

お断りさせていただきます。 

※スポニチプラスに掲載している「健康チェックシート」ダウンロードし、参加者が当日入場検温時に受付スタッフに提

出してください。 

【一般事項】 

1. 選手の服装について 

・入場時の服装はプレースタイルにて来場してください。  

 ・ 帽子は必ず着用すること。（キャップが望ましい） 

2. プレー中はもとより、クラブハウス内においても、床に座り込んだり、大声を出したりせず、他の人の迷惑になる行

為はしないこと。 

3. ラウンド中は可能な限りソーシャルディスタンス（約 2ｍ）を保つこと。大きな声を出す等、新型コロナウイルス、流行

性感冒に感染する可能性のある行動をしないこと。ラウンド以外の場所では、マスク着用を義務とします。 

 

4. 予選ではキャディーバッグはセルフ（担ぎ）になります。工夫して軽量化すること。キャディーバッグ（クラブケース）

希望者は有料で貸し出します。(使用毎アルコール消毒済） ※手引きカートは各自持ち込みの物に限り使用可能

とします。18ホール・スループレー（昼食休憩なし）になりますのでご注意ください。各自で飲み物などを用意してく

ださい。※ラウンド所要時間約 3時間。 

5.  予選大会当日の朝食については午前 7時 30分からクラブハウスレストランで軽食のみの扱いになります。なお、

コースのレストランとコース内売店（予選は自動販売機）は現金精算のみとなります。 



感染防止にご注意の上、ご利用ください。 

6.  予選はシャワー室の利用が可能です。洗面所で体をふくことなどはできます。 

7.  ルールブックと競技規則はラウンド中、必ず携帯してください。 

8.  コース内では通信機器の持ち込み及び使用を禁止します。 

9． 距離計測器 

予選＝距離測定器使用不可です。 

決勝＝使用可能ですが、２点間の距離のみに限ります。高低差測定は使用不可です。 

10.予選の組み合わせ、ローカルルールは 202２年 1月 12日（水）までにスポニチプラスに掲載します。郵送はいたし

ませんのでご注意ください。 

11.失格など大会競技委員の決定について、抗議その他のクレームは一切認めません。 

 

【保護者、参観者の皆様へのお願い】 

  クラブハウスへの立ち入りは、受付時、精算時、トイレ使用時のみ認めます。 

  ゴルフ場の立ち入りにふさわしい服装でお越しください。 

  会場入口にて検温実施のご協力をお願いします。（37.5度以上のかたは、保護者・選手共に入場不可） 

 携帯電話のクラブハウス内での使用は禁止します。 

 競技者がスコアカードを提出するまで声をかけないようにしてください。競技中のアドバイスは規則 10.２により

競技者が罰せられる可能性があります。十分ご注意ください。 

 ご自宅でゴルフルール、マナーの指導を徹底した上で競技に臨ませてください。 

【観戦に関して】 
 予選 

 保護者はコース内への立ち入りは禁止とします。ただし、１番ホールのティーイングエリア周辺及び 17、18番ホー

ルの指定エリアのみ観戦可能です。ご自分のお子様の観戦が終われば、速やかにその場を去ってくださいますよ

うお願い申し上げます。長時間の待機や、大きな声での会話は控えてください。 

決勝 

 保護者はコース内への立ち入りは禁止とします。ただし、1、10番ホール付近9、18番ホール付近の指定エリアの

み観戦可能です。ご自分のお子様の観戦が終われば、速やかにその場を去ってくださいますようお願い申し上げ

ます。長時間の待機や、大きな声での会話は控えてください。 

 マスター室付近は危険なので待機しないでください。 

 

※成績発表はスポニチプラスでの掲載とします。各自確認してください。 

 

◆ スコアラーボランティアご協力のお願い ◆ 

・予選：2022年 1月 29（土）、30（日）、2月 5（土）のスコアラーボランティアのご協力をお願いいたします。 

   ジュニアゴルファーの育成のため、各組 1人のスコアラーが必要です。本大会は未熟なプレーヤーも参加しますので、

ぜひともご協力をお願いいたします。本大会は、ボランティアの協力なしでは成立しません。 

ご協力いただける保護者の方は、選手の申し込みの際に所定の欄にご記入ください。 

※ただし、ご自分のお子様の組には同行できませんので、ご了承ください。 

 

スコアラーを欠席する場合は、代役を立てていただきますようお願い致します。 

 

【問い合わせ】 スポーツニッポン新聞社 ビジネス開発局 事業部 

TEL：06（6346）8522（土、日、祝日を除く 午前 10時～午後 6時） 

【スポニチプラス QR コード】 

           


