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平成２３年度(第４４回)
中部アマチュアゴルフ選手権競技　競技規定

中部ゴルフ連盟

予　選

愛知Ａ地区

競 技 日 程 ５月１２日(木)･１３日(金)

場 所 額田ゴルフ倶楽部(西コース)

〒444-3444　　愛知県岡崎市南大須町字桃之沢４１

℡．０５６４－８４－２３１１

愛知Ｂ地区

競 技 日 程 ５月１２日(木)･１３日(金)

場 所 品野台カントリークラブ

〒480-1214　　愛知県瀬戸市上品野町１３５０

℡．０５６１－４１－００７８

岐阜Ａ地区

競 技 日 程 ５月１２日(木)･１３日(金)

場 所 さくらカントリークラブ

〒505-0306　　岐阜県加茂郡八百津町上飯田字大屋１４８８

℡．０５７４－４３－１１１１

岐阜Ｂ地区

競 技 日 程 ５月１２日(木)･１３日(金)

場 所 多治見カントリークラブ

〒507-0017　　岐阜県多治見市長瀬町３番地

℡．０５７２－２３－７５１１

三重Ａ地区

競 技 日 程 ５月１９日(木)･２０日(金)

場 所 島ヶ原カントリークラブ(西コース)

〒519-1711　　三重県伊賀市島ケ原８３００

℡．０５９５－５９－３１１１

三重Ｂ地区

競 技 日 程 ５月１２日(木)･１３日(金)

場 所 三鈴カントリー倶楽部

〒519-0324　　三重県鈴鹿市小社町７６７

℡．０５９－３７１－１５５１

北 陸 地 区

競 技 日 程 ５月１２日(木)･１３日(金)

場 所 芦原ゴルフクラブ(海コース)

〒910-4271　　福井県あわら市浜坂６６

℡．０７７６－７９－１１１１
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競 技 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。

競 技 方 法 (１)第１日　　第１ラウンド　１８ホール・ストロークプレー

第２日　　第２ラウンド　１８ホール・ストロークプレー

（全員２日間プレー）

※　但し、天候その他の都合により競技方法を短縮することがある。

(２)本戦出場者数は１５０名を基準とし各地区の参加者数７０％、前

年度決勝進出数３０％の比率により後日決定する。タイが生じた

場合は、マッチング・スコアカードにより決定する。(欠場者が

でても繰り上げはしない。)

注１：マッチング・スコアカードの方法は、９ホールズ（１０番～１８番）の合計スコ

ア、６ホールズ（１３番～１８番）の合計スコア、３ホールズ（１６番～１８番）の合

計スコアの順で決定する。（ゴルフ規則付Ⅰ(Ｃ)１１ｂ(ｃ)）

注２：マッチング・スコアカードで順位が決定しない場合は、１８番ホールからのカウ

ントバックにより決定する。(委員会決定)

(３)地区別区分表は別表のとおり。

使用球の規格 競技者の使用球は、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。

使用クラブの規格 競技者が持ち運ぶドライバーはＲ＆Ａによって発行される最新の適合

ドライバーヘッドリスト(モデルとロフトで識別される)上に掲載され

ているクラブヘッドを持つ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)１ａ』を適用する。

例外：１９９８年１２月３１日以前に製造されたクラブヘッドを持つ

ドライバーはこの条件から免除される。

※　「最新の公認球リスト」および「最新の適合ドライバーヘッドリ

スト」はＪＧＡホームページ(ｗｗｗ．ｊｇａ．ｏｒ．ｊｐ)で

確認することができる。但し、公認球は月１回・適合ドライバ

ーヘッドリストは週１回更新されるので注意のこと。

キャデ ィー 正規のラウンド中、競技者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。この条件の違反の罰や処置は

『ゴルフ規則付Ⅰ(Ｃ)３』を適用する。

競技終了時点 本選手権競技は、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 ＪＧＡハンディキャップ査定システム(J-sys)によるＪＧＡハンディ

キャップを所持し、下記のいずれかに該当する者

(１) 加盟倶楽部会員の男子アマチュアゴルファーで、ＪＧＡハンデ

ィキャップ査定システム(J-sys)により取得したＪＧＡハンディ

キャップ(直近のＪＧＡハンディキャップ証明書の数値、または

計算ハンディキャップ(注)の数値)が１４.４までの者

(注)｢計算ハンディキャップ｣とは J-sys により毎月出力されるＪ

ＧＡハンディキャップ証明書に記載の数値とは別に、J-sys

によってスコア提出の度に計算されるＪＧＡハンディキャッ

プの数値のこと。
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(２)前年度 中部日本パブリックアマチュア ２位～３０位

(３)前年度 各県アマチュア ２位～１０位

注１：シード権のある者が、予選に出場した場合はシード権を放棄し

たものとみなす。

注２：参加申込は、１地区連盟のみを選定し２地区以上のアマチュア

ゴルフ選手権競技の参加申込(エントリー)は認められない。

注３：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。

申込締 切日 ４月１２日(火)(中部ゴルフ連盟に１７時必着のこと)

※　予選免除者も予選免除者用参加申込書で４月１２日(火)までに
申し込むこと。

参 加 申 込 申込者は所属倶楽部または所属団体(各県ゴルフ連盟・協会および中

部日本パブリックゴルフ協会)に参加料を添えて申し込むこと。各倶

楽部または各ゴルフ団体は申込者を取りまとめ、申込書を送付し参加

料を締切日までに中部ゴルフ連盟あて振り込むこと。参加申込時に

J-sys によるＪＧＡハンディキャップ証明書を添付すること。

競技参 加料 ２１,０００円（参加料および消費税）

振込先　「三菱東京ＵＦＪ銀行　名古屋駅前支店

普通預金　　１７９１７０７　　中部ゴルフ連盟」

注：締切日以後の参加取り消しの場合、参加料は返金しない。

競技当日費用 会場倶楽部会員並扱いとする。

参 加 賞 全員に記念品（ネームプレート）

指定練 習日 愛知Ａ地区 額田ゴルフ倶楽部(西コース)

５月５日(木・祝)･５月１０日(火)･１１日(水)

愛知Ｂ地区 品野台カントリークラブ

５月６日(金)･１０日(火)･１１日(水)

岐阜Ａ地区 さくらカントリークラブ

５月９日(月)･１０日(火)･１１日(水)

岐阜Ｂ地区 多治見カントリークラブ

５月６日(金)･１０日(火)･１１日(水)

三重Ａ地区 島ヶ原カントリークラブ(西コース)

５月１６日(月)･１７日(火)･１８日(水)

三重Ｂ地区 三鈴カントリー倶楽部

５月６日(金)･１０日(火)･１１日(水)

北 陸 地 区 芦原ゴルフクラブ(海コース)

５月９日(月)･１０日(火)･１１日(水)

各会場とも、上記のうち１人２日間は会場倶楽部会員並扱いとする。

前もって会場に申し込み予約すること。

協 力 事 項 バッグは口径９インチ、重量は１３キロを超えないこと。
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個人情報・肖像権に関する同意内容

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及び肖像権は、次の目的のみ

に利用することに予め同意・承諾することを要する。

(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(報道関係者を含む)に対する参加

者の氏名、生年月日、所属(所属クラブ、所属団体、学生の場合学校および学年)、

ならびに選手権の競技結果の公表。

(３) 本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)記載の適宜の方法による公表。

(４) 本選手権競技(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、広報

(ＨＰ・会報ＣＧＡ等)のための公表。

服装規定

（１）ハウスへの来場・退場時・表彰式

○必ず上着を着用すること。(スーツ・ブレザーなど)[７・８月は除く]

○服装はジャンパー・ブルゾン・ジーンズ・カーゴタイプ・スエット・ジャージ・

スリッパ・サンダル履き・つっかけは禁止。

（２）プレー時

○安全上・健康上・必ず着帽(ひさし付)すること。(クラブハウス内では脱帽。)

○襟付きスポーツシャツまたはタートルネックシャツを着用のこと。(Ｔシャツ

等に類似した襟の無いもの・小さいものは不可)。男性の裾出しは禁止。

○短パン時のハイソックス着用は会場クラブの規定に従うこと。

○ゴルフシューズは会場クラブの規定に従うこと。

○タオルを首に巻く・肩に掛ける・腰にさげるはしない。タオルはカートに入れ

るか・バッグに掛けること。

その他、会場クラブの規定に従うこと。

以　　　上



葵、 キャッスルヒル､ 平尾、 稲武ＯＧＭ、
Ａ地区 伊良湖、 吉良、 みと、 名倉、
額田ＧＣ 西尾、 額田、 小原、 岡崎、
(西) パインズ、 新城、 サン・ベルグラビア、 東海、

５月１２日(木) ザ・トラディション、 グランディ浜名湖、 浜松、 浜名湖、
･１３日(金) レイク浜松、 平谷、 東名根羽　 (23)

愛知、 知多、 中京、 東名古屋、
Ｂ地区 犬山、 加茂、 春日井、 緑ヶ丘、
品野台ＣＣ 三好、 名古屋、 名古屋グリーン、 南山、

鳴海、 ロイヤル、 セントクリーク､ さなげ、
５月１２日(木) 笹戸、 品野台、 新南愛知 庄内川、
･１３日(金) 大樹・旭、 貞宝、 豊田、 あららぎ、

木曾駒高原、 高森 （26）
ボゥヴェール、 デイリー郡上、 下呂、 岐阜、
岐阜中央、 岐阜稲口、 岐阜北、 岐阜国際、

Ａ地区 ぎふ美濃、 岐阜本巣、 岐阜セントフィールド、 岐阜関、
さくらＣＣ グリーンヒル関、 飛騨高山、 法仙坊、 各務原、
５月１２日(木) 上石津、 美濃白川、 むらさき野、 長良川、
･１３日(金) 大垣、 さくら、 関ヶ原、 鈴蘭高原、

荘川高原、 谷汲、 鷲ヶ岳高原、 やまがた、
養老 (29)
愛岐、 明智、 明世、 中部国際、
クラウン、 デイリー瑞浪、 恵那峡、 富士可児、

Ｂ地区 グリーンヒル瑞浪、 花の木、 日吉、 いわむら、
多治見ＣＣ レイクグリーン､ 名岐国際、 美岳、 みずなみ、
５月１２日(木) 瑞浪高原、 中仙道、 ニューキャピタル、 日本ライン、
･１３日(金) 笹平、 新陽、 スプリングフィールド、 多治見、

東建塩河、 東濃、 ユーグリーン中津川、　 山岡、
瑞陵、 信州伊那国際 (30)
青山高原、 チェリーレイク、 ＣＲＣ白山ヴィレッジ、 ＣＲＣ三重白山、

Ａ地区 ＣＲＣ三重フェニックス＆リゾート、 富士伊勢大鷲、 グリーンハイランド、 伊勢、
島ヶ原ＣＣ 伊勢中川、 伊勢湾、 ジャパンクラシック、 近鉄賢島、
(西) 松阪、 名阪チサン、 名阪ロイヤル、 名松、

５月１９日(木) メナード、 名張、 名張サウス 西日本７７７、
･２０日(金) ルート２５、 榊原温泉、 島ヶ原、 津カントリー、

嬉野 (25)
中日、 フォレスト芸濃、 藤原、 グレイスヒルズ、

Ｂ地区 霞、 菰野、 桑名、 桑名国際、
三鈴ＣＣ ライオンズ、 ローモンド、 名四、 三重、

三鈴、 ナガシマ、 鈴峰、 リオフジワラ、
５月１２日(木) 六石、 涼仙、 双鈴・関、 鈴鹿、
･１３日(金) スリーレイクス、 東建多度、 タートルエース、 四日市、

四日市の里 （25）
芦原、 越前、 フォーレスト福井、 フクイ、
福井国際、 ゴールド福井、 杉ノ木台、 武生、

芦原ＧＣ 敦賀国際、 わかさ、 チェリー金沢東、 千里浜、
(海) 白山、 石川、 加賀セントラル、 加賀カントリー、

加賀芙蓉、 金沢セントラル、 金沢カントリー、 金沢ゴルフ、
金沢リンクス、 片山津、 小松、 能登カントリー、
能登ゴルフ、 能登島、 ザ･ＣＣ・能登、 朱鷺の台、

５月１２日(木) ツインフィールズ、 和倉、 山代、 ゴールドウイン、
･１３日(金) 花尾、 氷見、 呉羽、 大山カメリア、

千羽平、 太閤山、 高岡、 立山、
トナミロイヤル､ 富山、 魚津国際、 八尾

（44）
※　三重地区予選区分は、その年の会場クラブにより変更することがある。
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平成２３年度　中部アマチュアゴルフ選手権競技予選地区区分表
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平成２３年度(第４４回)
中部アマチュアゴルフ選手権競技

予　選　免　除　者

中部アマチュアゴルフ選手権競技　　過去5年間の優勝者

平成１８年度 和　田　健太郎（明智ゴルフ倶楽部）

平成１９年度 渡　邊　権　人（ザ･トラディションゴルフクラブ）

平成２０年度 比　嘉　拓　也（中部学連）

平成２１年度 川　村　昌　弘（中部日本パブリック）

平成２２年度 川　村　昌　弘（中部日本パブリック）

前年度　　中部アマチュアゴルフ選手権競技　２位～５位

　　２　　位 権　藤　絃　太（山岡カントリークラブ）

　　３　　位 比　嘉　拓　也（中部学連）

　　４　　位 榊　原　吉　規（知多カントリー倶楽部）

　　５　　位 金　原　原　碩（クラウンカントリークラブ）

前年度　　中部オープンゴルフ選手権競技　　アマチュア１位～５位

　　１　　位 川　村　昌　弘（中部日本パブリック）

　　２　　位 荒　木　大　介（朱鷺の台カントリークラブ）

　　３　　位 斉　藤　智　洋（ニューキャピタルゴルフ倶楽部）

　　４　　位 比　嘉　拓　也（中部学連）

　　５　　位 木　下　大　海（山岡カントリークラブ）

　　５　　位 黒　宮　幹　仁（ライオンズゴルフ倶楽部）

前年度　　中部ジュニアゴルフ選手権競技（男子１５歳～１７歳の部）

　　優　　勝 竹　中　智　哉（星城高等学校３年）

前年度　　佐々部杯ゴルフ選手権競技(優勝者)

　　優　　勝 岡　本　兼　汰（サン・ベルグラビアカントリー倶楽部）

前年度　日本アマチュアゴルフ選手権競技　ベスト８

　ベスト８ 権　藤　絃　太（山岡カントリークラブ）

前年度　日本アマチュアゴルフ選手権競技

　クォリファイングラウンド１位～５位

　　 該当者なし。
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前年度　日本オープンゴルフ選手権競技　アマチュア１位～５位

　　４　　位 川　村　昌　弘（中部日本パブリック）

前年度　日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技　１位～５位

　　５　　位 島　本　友　我（名張カントリークラブ）

前年度　中部日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技　優勝者

　　優　　勝 権　藤　絃　太（中部日本パブリック）

前年度　前日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技

　　優　　勝 川　村　昌　弘（中部日本パブリック）

前年度　各県アマチュアゴルフ選手権競技　優勝者

　　　愛知県 斉　藤　智　洋（名古屋市）

　　　岐阜県 坂　井　優　之（岐阜県連･中京学院大）

　　　三重県 昨年度、該当競技なし

　　　福井県 古　市　一　真（福井市）

　　　石川県 荒　木　大　介（朱鷺の台カントリークラブ）

　　　富山県 網　谷　繁　宣（富山カントリークラブ）

中部アマゴルフ研修会　推薦１０名

飯　田　耕　正（ジャパンクラシックカントリー倶楽部）

酒　井　佳　樹（ザ・トラディションゴルフクラブ）

河　北　　　実（キャッスルヒルカントリークラブ）

藤　井　広　文（桑名カントリー倶楽部）

織　田　恒　郎（フォレスト芸濃ゴルフクラブ）

福　岡　逸　人（東名古屋カントリークラブ）

新　美　金之介（新南愛知カントリークラブ）

赤　尾　孝　三（グリーンヒル関ゴルフ倶楽部）

春日井　　　修（ニューキャピタルゴルフ倶楽部）

山　村　憲　人（ライオンズゴルフ倶楽部）

中部学生ゴルフ連盟　推薦３名

※　前記の選手は、予選免除者用参加申込書で４月１２日(火)までに、参加
申込をすること。




