第５8回（R2.7.23）区民大会ローカルルールと注意事項
※大会ローカルルール（ジュニアの部除く）
１． 18ホールストロークプレー、完全ホールアウト
ジェネラルエリア（フェアウェイ、ラフ）ノータッチ、
２． 距離計測器（高低差のない機種・状態での使用）の使用を認める。
３． 暫定球を打たないでOBまたは球が紛失した場合（男女新ぺリアの部のみ）
紛失したと思われる付近を定め、2打罰を付加し定められた方法でドロップする。
（前の地点へ戻らない）☜

なるべく暫定球を打つこと。

【救済エリアの決め方】
1.ボールがOBの境界線を横切ったと推定される地点、あるいはジェネラルエリア内で紛失球となった
地点を決める（A地点）
2.A地点から最も近くでホールに近づかない、プレーしているホールのフェアウェイとラフの境界線の
地点を決める（B地点）
3.ホールからA地点を通る直線とその線の外側2クラブレングス（紛失球の場合）、B地点を通る直線と
その外側の2クラブレングスまでの、ジェネラルエリアすべてがドロップエリア

４． 前進特設ティーマーク使用について（OB、ペナルティーエリアの処理において）
・男女スクラッチの部は使用できない。
・男女新ぺリアの部は、前進特設ティーマークが設定されている場合、プレーファーストの
観点から、コースローカルルールに従い使用することも出来る。
５． コース状況が悪い場合の臨時ローカルルールは、スターターより通達する。
６． 競技別使用ティーマーク
・女子スクラッチの部（白）

・男子スクラッチの部（黒）

・女子新ぺリアの部（赤）
・男子新ぺリアの部（75歳未満：白）（75歳以上：白/ｺﾞｰﾙﾄﾞより選択可,プレー中変更不可）
７． （順位決定基準）男子スクラッチの部及び女子スクラッチの部
同グロスの場合
８． （順位決定基準）新ぺリアの部

順位決定基準

生年月日順で順位を決定する。
ハンディキャップ算出方法・及び同ネット時対応

・新ぺリアの部・隠しホールはアウト・イン各6ホールとする。（男女同じ）
・各隠しホールは上限ダブルパーまででカット。
・算出されるハンデは上限３６とする。
・同ネットの場合

①生年月日順

②ローハンデ順

①②同じ場合は同順位とする。

9．上記以外は日本ゴルフ協会規則び開催ゴルフ場ローカルルールによる。

※注意事項（プレーファースト）
1. ティーショットが林など球の行方が分かりにくい場合には、暫定球を打つ。
見つからない球の捜索は３分以内。
2. （安全が確保できる場合）球の位置に関係なく、準備ができたプレーヤーからプレーする。
3. 前の組との間隔が空かないように、進行につとめること。

p. 1

※感染防止に伴う表彰式、参加賞 等の対応
①

表彰式及びパーティーは実施いたしません。

②

順位の発表は、競技別の成績表を7月27日（予定）に郵便で発送いたします。
協会ホームページでの発表は以下の通りです。（7月末までに掲載）
・上位入賞者のみ、通常通り閲覧可能とする。
・参加者全員の成績は、パスワードを入力し閲覧可能とする。
（パスワード：

58kgk0723result

）

③

各賞の受賞者には、成績表とともにギフトカードを特定記録郵便で郵送いたします。

④

プレー後、レストランにてケーキ・ドリンクセットを用意しております。
ご利用される方は、なるべく入浴（シャワーのみ）後にご利用ください。

⑤

２階にて参加賞（卵）をお受け取りになりお帰り下さい。（参加者全員）

※優勝者写真撮影
当日写真撮影が出来ませんので、区報掲載用写真のご提供をお願いいたします。
後日担当者よりご連絡させていただきます。

※新型コロナウイルス感染予防に関するお願い
①

クラブハウス入館時は、必ずマスク等をご使用ください。
（飲食、入浴時を除く）

②

大会受付時のお願い
・大会受付はアウト・イン

各１列で適度な感覚を保ちお並びください。

・非接触型体温計で測定させていただきますのでご協力お願いします。
・３７．５度以上の方、平熱より著しく体温が高い方は参加をご遠慮願う場合があります。
・３７．５度未満であっても体調のすぐれない方はお申し出ください。
・大会参加費は、お釣りの無いようご準備願います。（時間短縮、感染予防）
・ペットボトル飲料を１本お受け取り下さい。（お声がけ、お渡しは致しません）
③

ロッカールームでの滞在は、短時間にするよう心掛けてください。
また大きな声での会話は控えてください。

④

その他、熱中症予防に配慮したうえで、各自適切な行動を心がけるようお願い致します。

※大会参加後２週間以内に、ご自身が新型コロナウイルスに感染判明した場合
・所管行政機関からのヒアリングを受ける際、当大会に参加した旨お伝えください。
・新型コロナウイルス所管行政機関より参加者情報の提供要請があった場合、事前に了解をい
ただいた上で、参加者の氏名及び連絡先情報を提供する場合があります。
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【会員様

年会費・入会金

振込口座】

・「ゆうちょ銀行」
口座記号：00160-8

口座番号：697083

・「みずほ銀行」
高砂支店 普通預金

3001360

口座名：葛飾区ゴルフ協会

葛飾区ゴルフ協会

代表

永井

宏

注）振込手数料はご自身のご負担でお願いいたします。

競技別 各賞リスト

（各競技の賞品の差は、参加人数の多寡によります。）

注）参加人数の増減により変更する場合があります。
【女子スクラッチの部
優勝

7,000円、

【男子スクラッチの部
優勝

7,000円、

【女子新ぺリアの部
優勝

8,000円、

10位 3,000円、
【男子新ぺリアの部
優勝

10,000円、

6位～15位
BB賞

参加７名】
準優勝

準優勝

3,000円、

3位

総額

5,000円、

参加16名】
準優勝

総額

3,000円、

準優勝

22,000円

（参加者1名あたり2,200円）

4,000円、

32,000円
3位

3,000円、

95,000円

7,000円、 3位

4位

3,000円、

5位

4位

3,000円、

ベスグロ

5位

【ニアピン賞】（参加者全員対象）

3,000円、
2,000円

×

3,000円

2,000円

（参加者1名あたり1,638円）

5,000円、

4位

4,000円、

5位

20位、25位、30位、35位、40位、45位、50位、55位

当日賞23位

3,000円

（参加者1名あたり2,000円）

4,000円、

BB賞

総額

（参加者1名あたり2,143円）

3,000円

3位

5,000円、

参加57名】

各3,000円、

15,000円

5,000円、

参加10名】

15位

総額

ベスグロ

3,000円
各3,000円

2,000円

４

上記賞品は郵送いたしますので、順位と同封されているギフトカードの金額を確認してください。
ジュニアの賞品はギフトカードではありませんので、大会当日手渡しいたします。
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区民大会ローカルルールと注意事項（ジュニアの部）
※スタートまでのスケジュール
1. 6 時 50 分までにゴルフ場へ到着。（安全運転で！）
2. ゴルフ場チェックインと大会受付をする。
3. 着替え、準備、各自ストレッチ （早く到着した場合は集合時間まで各自練習）
4. 7 時 10 分頃 練習グリーン付近でジュニアの部参加者集合（雨天時は連絡します）
田﨑ジュニア育成委員長より挨拶、飯塚プロご指導のもと練習
5. 各組スタート時間１０分前に
インコース 10 番 ティーインググランド前へ
6. 7 時 51 分
ジュニアの部 第 1 組スタート
※ジュニアの部 大会ローカルルール（競技要綱）
1. 上級者（高橋駿一選手、中島選手）は一人で１８ホールプレー、
新ぺリア方式によるハンデ戦⇒大人の「新ぺリアの部」のルールを適用する。
2. ・高橋泰生選手、原田選手、笹原原選手はスクランブル方式による親子ダブルス
（毎打、チームの 2 人が打ち、有利なボールを選択する）
新ぺリア方式によるハンデ戦
・小学生はイン 9 ホールストロークプレー、（午後は体調に留意し任意で練習ラウンド）
・中学生は１８ホールプレー
・パットは 3 打でカップインしない場合、4 打でカップインしたものとする。（特別ルール）
・ジェネラルエリア（フェアウェイ、ラフ）ノータッチを基本とするが、ラフが深い場合 直近
の打ちやすい箇所に無打罰でドロップし打つことが出来る。（特別ルール）
・バンカーの処理⇒1 打で脱出できなかった場合は、１打のペナルティーでバンカー外の 横直
近へドロップすることが出来る。（特別ルール）
3. 順位は新ぺリア方式でハンデを算出し、ネット順とする。（参加 5 チームでランキング）
同ネットの場合は同順位とする。（年少者は 9 ホール×２）
（ハンデ算出は各ホールダブルパーでカットする。ハンデの上限は４８とする、上級者は３６）
4. 上記以外は日本ゴルフ協会及び開催ゴルフ場ローカルルールに準ずる。
5. 使用ティーイングエリア
（白）
高橋駿一選手 、 笹原選手
（赤）
中島選手
（ピンク）原田選手、高橋泰生選手 （距離が遠い場合は短く設定して結構です）
※ダブルス同伴保護者の方も同じティーイングエリアを使用してください。
また、前組との距離に注意し、短めのクラブを使用してください。
6. ニアピンホール（インのショートホール２ホールで実施）
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全員参加権利ありです。

※注意事項（プレーファーストを心がけてください。）
１. ティーショットが林など球の行方が分かりにくい場合には、暫定球を打つ。
２. グリーン上では、準備ができた方からパッティングをしても良い。
３. 見つからない球の捜索は３分以内。
４.（安全が確保できる場合）球の位置に関係なく、準備ができたプレーヤーからプレーする。５. 前
の組との間隔が空かないように、進行につとめてください。
（以下、特に注意してください）
１．

水分を十分にとる。帽子は必ず被る。日焼け止めを塗る。

２．

体調が悪くなった場合は、プレーをすぐに中止する。

※プレー終了後
２階レストランで表彰式を行います。
シャワーを浴びてから、レストランへ来てください。
ケーキを食べながら休憩し、協会担当者が来るまでしばらくお待ちください。
密にならないよう、かつ あまり遠くならないようお願い致します。
最後に記念撮影を行います。ジュニア全員
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