
期　　日 　平成２９年８月１９日（土）　　　クラブハウスオープン　６：３０　　スタート７：３０～

会　　場 　山東カントリークラブ　（兵庫県朝来市山東町大月１－１　　ＴＥＬ０７９－６７６－２２５８）

参加資格 　高校生／中学生／小学生

　　※ラウンド経験が尐なかったり、ゴルフルールやエチケットマナーを理解していない

　　　選手のご参加はご遠慮下さい。

　　　　【注】本大会の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選手の

　　　　　　　参加資格を取り消すことができるものとする。

定　　員 　高校生（男女）約３０名　中学生（男女）約４０名　小学生（男女）約３０名　＜先着順＞

費　　用 　競技参加費　５，０００円（プレー代・昼食含む／消費税込／利用税免税適用時）　

　　※当日はセルフプレーとなります。 　　※プレー終了後、ご精算下さい。

競技方法 　①１８ホールストロークプレー　スクラッチ競技

　②高校生の部（男子・女子）／中学生の部（男子・女子）／小学生高学年の部（男子・女子）

　　 小学生低学年の部（男女混合）の各７クラス別に実施する。

　③キャディバッグは乗用カートに積載し、競技中は歩行プレーとする。

　　 但し、ホールとホールの間は乗用カートへの乗車を可とする。

　④高校生の部（男子）　　黒マークティ（　６，８４１yard　）を使用する。

　⑤高校生の部（女子）・中学生の部（男子）　青マークティ（　６，４８７yard　）を使用する。

　⑤中学生の部（女子）・小学高学年の部（男／女）　白マークティ（　６，０１２yard　）を使用する。

　⑥小学低学年男子及び女子　　赤マークティ（　５，１５０yard　）を使用する。

　⑦各組にスコアラー及び乗用カート操作係を１名配備する。

競技規則 　日本ゴルフ協会規則及び本競技特別規則を適用する。（別紙参照）

表　　彰 　高校生の部・中学生の部・小学生の部の各７クラス毎１～３位を表彰する。

　☆各部門共１位にタイが生じた場合はサドンデスプレーオフにて順位を決定します。

　　 ２位以下がタイの場合はOUTコースからのマッチングスコア方式で順位を決定します。

その他 　保護者の方のコース内帯同はできません。

　☆当日はスコアラーとして保護者の方にご協力をお願い致しますが、この場合ご子息の

　　 組の担当も可能といたします。

指定練習 　特に設けません。大会出場の為のラウンドの場合、予約時にその旨お申し付け下さい。

　練習ラウンド特別料金　＜全日＞２，８２０円（昼食付／消費税込）

　※ジュニア１名～２名の場合は他組との組合せとなります。

　※１組につき必ず保護者の同伴が必要となります。

宿 　 泊 　クラブ敷地内山荘・ロッジ宿泊費＜大会前日泊・大会当日泊＞　２，１６０円（朝食付/特別料金）

　☆必ず保護者の同伴が必要です。＜保護者も同料金＞　　※夕食は別途（要予約）

申し込み 　所定の申込用紙に必要事項を記入の上、直接コースへお申し込み下さい。（FAXでの申込可）

申込締切 　平成２９年８月９日（水）必着

問い合わせ 　〒669-5153　兵庫県朝来市山東町大月1-1　ＴＥＬ079-676-2258 ＦＡＸ079-676-4002　担当　津崎

主催　：　山東カントリークラブ　　後援　：　神戸新聞社　／　月刊ゴルフ＆ゴルフ



氏名

参加
クラス

（○印を記入）

現住所

保護者
連絡先

生年月日

　　保護者　　　 印

御芳名

氏名

　お願い出来るご父兄様については本書申込時下記にご署名頂きたくお願い申し上げます。（ご子息の組の担当も可能となります）

　当日は電磁誘導乗用カートによるセルフプレーとなりますが、当コースでは安全上普通免許取得者以外のカート

【参加選手保護者の方々へお願い】

　操作は禁止しております。従って、ご父兄の方にご協力賜り、カート操作並びにスコア係をお願い申し上げます。

　　　住所　　〒

　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

（〒　　　　　　　ー　　　　　　　　　）

平成　　　　年　　　　　月　　　　　日生　（　　　　歳）

　　※記入欄は全て明確にご記入下さい。

ゴルフ
経験

　　本大会に私の子弟が参加するにあたり、競技参加中の不測の事故に対して、全ての責任は主催者に

　　ない旨誓約し、貴社利用約款及び大会規定を守り、上記の通り申込みます。

　　　　平成　　　　　　 年　　　　　　月　　　　　　　日

　○ゴルフ歴　（　　　年　　　ｹ月） 　○18ホール平均スコア　（約　　　　　　　　ストローク）

○最近３Ｒのスコア

山東ジュニアオープンゴルフ選手権大会

参 加 申 込 書
ふりがな

学校名

・小学生女子
高学年

・小学生
低学年

小学校

中学校

高等学校

・高校生男子 ・高校生女子 ・中学生男子 ・中学生女子
・小学生男子

高学年

いずれかに○印

男子 女子

　　　学年

（府県名）



1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
4 3 5 4 3 5 4 4 4 36

黒マーク 356 181 593 439 157 528 441 412 418 3,525
青マーク 346 156 580 422 125 508 427 405 402 3,371
白マーク 326 156 565 273 125 508 399 369 374 3,095
赤マーク 316 141 493 273 110 401 264 248 317 2,563

10 11 12 13 14 15 16 17 18 ＩＮ
5 3 4 5 4 4 4 3 4 36

黒マーク 505 185 409 509 317 398 439 186 368 3,316
青マーク 492 130 386 488 295 375 406 176 368 3,116
白マーク 469 130 386 467 273 375 319 168 330 2,917
赤マーク 402 120 314 453 261 302 319 118 298 2,587

　６．スタートのティイング・グラウンド周辺及びラウンド中のすべての練習ストロークを一切禁止する。但し、指
　　　定練習グリーンを除く。

　ローカルルールの追加・訂正はクラブハウスに掲示し、その日より効力を発生する。

 山東ジュニアオープンゴルフ選手権大会　競技委員長

　８．OUT５Hにおいて、第１打が池に入った場合は前方グリーン奥のドロップエリアよりプレーを再開すること。
　７．キャディバッグは乗用カートに積載し、原則歩行プレーとする。但しホール間はカートへの乗車を可とする。

　　　その球をすぐに取り戻せない場合は、別の球に取り替えることができる。

　５．樹木保護の巻網施設は樹木の一部とみなす。但し、巻網施設の中に止まったり、挟まったときは罰なしに
　４．集水桝、排水溝、添え木は動かせない障害物とする。
　３．修理地は青杭、又は白線をもってその限界を標示する。

　　　その真下の地点から１クラブレングス以内で、しかもホールに近づかない所にドロップすることができる。

　　　全ホールにおいて第１打がＯＢ又は紛失球の場合、前方の特設箇所よりプレイング４にてプレーしなけれ
　　　ばならない。
　２．ラテラル・ウォーターハザードは赤杭、又は赤線をもってその限界を標示する。

　　　（２）プレーの中断と再開の合図について
　　　　　 険悪な気象状況による即時中断：　一斉放送で通報する　　　プレーの再開：　一斉放送で通報する

ロ ー カ ル ル ー ル

　６．使用ティーマーカー

ＯＵＴ
Par

　　　　○高校生の部（男子）　黒マークティ　＜６，８４１yard PAR72＞
　　　　○高校生の部（女子）中学生の部（男子）　青マークティ　＜６，４８７yard PAR72＞

　　　　　 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。競技者
　　　　　 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競技者は競技失格とする。この条件の違反の罰は競技失格（ｺﾞﾙﾌ規則6-8ｂ）

　１．アウトオブバウンズ（ＯＢ）の境界は白杭をもって標示する。

Ｙａｒｄｓ

　　　　○中学生の部(女子)　小学生高学年の部（男子・女子）　　白マークティ　＜６，０１２yard PAR72＞
　　　　○小学生　低学年（男子・女子）　　緑マークティ　＜５，１５０yard PAR72＞

ＩＮ
Par

Ｙａｒｄｓ

　　　（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、同じ組の競技者全員
　　　　　 がホールとホールの間にいたときは、各競技者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、各競技者はすぐにプレーを中断しなけ

　　　ホールとホールとの間では、競技者はプレーを終了したばかりのホールのグリーン上及びその近くでは
　　　いかなるストロークも行ってはならない。本条件の違反は次のホールに２打付加。
　５．プレーの中断と再開
　　　（１）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

山東ジュニアオープンゴルフ選手権大会
競　技　の　条　件

　１．ゴルフ規則
　　　日本ゴルフ協会ゴルフ規則と本競技のローカルルール（特別規則）を適用する。
　２．使用球
　　　プレーヤーの使用球は、日本ゴルフ協会の最新の公認球リストに記載されたものに限る。
　３．使用クラブの規格

　４．ホールとホール間の練習
　　　適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付１（ｃ）１aを適用する。

　　　　　 て処置すること。



　２．健康管理上及び危険防止のため帽子又はサンバイザーを必ず着用して下さい。

　 　は原則として禁止しております。そこで保護者様にはカートのリモコン操作及びスコア係

開会式及び閉会式はございません。各部門別に成績掲示が行われた後、表彰式を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７９－６７６－２２５８　／　ＦＡＸ　０７９－６７６－４００２

◇スコアラーのご協力をお願いします

　大会当日にボランティアのご協力をお願いいたします。

　　　　　　　＜お問い合わせ＞　　山東カントリークラブ　　山東ジュニアオープン　大会事務局　　担当　津崎

　をお願い申し上げます。ご協力いただける場合、今回よりご子息様の組の担当でも可能
　といたしました。本大会は保護者の皆様のご協力なしでは成立いたしませんので、是非
　とも宜しくお願い申し上げます。尚、ご協力いただけます保護者の方は、選手申込書の所
　定の欄にお名前をご記入いただき、ご返信下さいます様お願いいたします。

　当クラブでは電磁誘導式乗用カートとなっておりますが、安全上ジュニアのリモコン操作

　※本大会における写真及び映像の著作権は当クラブにあるものとし、ホームページ等への写真の掲載、
　　 ならびに大会の様子の館内掲示において、許可なくそれらを使用することができるものとする。

　　　※選手のプレーの妨げとなる場所での観戦はお控えください。また、コース内における打球事故に関して
　　　　 当クラブは一切責任を負わないものといたします。

　７．ゴルフルール・マナーの指導は必ずご自宅で徹底のうえ、競技に臨ませるようにして下さい。

　３．参加選手への競技中のアドバイスは規則第８条により罰せられることがありますのでご注意下さい。
　４．お食事のクラブハウスへの持ち込みは固くお断りいたします。
　５．コース周辺での携帯電話の使用は厳禁といたします。
　６．競技参加選手の保護者の方々はお子様に「大会開催要項・競技規則」をよく読んであげて下さい。

　３．アクセサリー類（ピアス・ネックレス・ブレスレット等）は禁止します。
　４．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、他の人の迷惑と
　　　なる行為はしないこと。

　　　１８番ホール及び９番ホールのグリーン奥に限り観戦可能といたします。

　　　運動靴でご来場ください。

保護者及び参観者へのお願い

　１．ご来場の際は、ゴルフ場への立ち入りに相応しい服装でお願いいたします。靴はゴルフシューズ、もしくは

　２．ギャラリーのコース内立ち入りは禁止です。但し、１０番ホール及び１番ホールのティーグランド周辺と

　　　ジーパンは禁止します。

　９．ルールブックと本競技規則はラウンド中、必ず携帯するようにして下さい。
１０．コース内への携帯電話などの通信機器の持ち込みや使用は禁止といたします。
１１．浴場の使用は可としますが、はしゃいだりすることのないようマナーを守って下さい。
１２．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ないものといたします。

☆すべてにおいてマナー・エチケットを最優先し、プレーしてください。

マナー・服装について

◎大会当日及び練習ラウンドにおいて、以下の事項を厳守して下さい。
　１．服装について特に指定はありませんが、シャツは襟のついたものを着用し、ズボンは裾の絞ったもの及び

※本競技は競技委員長が成績掲示を行った時点で終了したものとします

　７．正規のラウンド中、ギャラリー等との接触においてアドバイスとみなされる行為があった場合、ペナルティ
　　　を課す場合がありますのでご注意下さい。

　　　ないようにして下さい。
　８．コース売店及びレストランを利用した場合は全てロッカー番号と各自の署名が必要となりますので、忘れ

注　意　事　項

　１．スタート時刻１０分前には必ずティグランド周辺に待機するよう、早めの準備をお願いします。

　５．プレーは迅速に行い、先行組との間隔を不当にあけないように注意して下さい。
　６．グリーン上にできた自己のボールマークは必ず修理するようにして下さい。

　２．欠席等により急遽組合せを変更することがあります。欠席する場合は必ずコースに連絡して下さい。
　３．練習は指定練習グリーン及び決められた打球練習場で行って下さい。打球練習場使用の場合はスタート
　　　室でコインを購入して下さい。尚、アプローチ練習及びバンカー練習は禁止といたします。
　４．スコアカードは指定されたものを受領し、プレー終了後、競技委員に提出して下さい。


