平成２２年度 東日本Ｂ地区パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権競技
競 技 規 定
主催：公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会

◎予選（Ｂ地区男子部門）
期
場

日 ： 平成２２年６月２２日（火）
、２４日（木）
、２５日（金）
、２７日（日）
７月 １日（木）
、２日（金）
、４日（日）
、６日（火）
、７日（水）
所 ： ６月２２日（火） 妻沼ゴルフ場
〒360-0211 埼玉県熊谷市善ヶ島 1038-1
TEL 048-588-8565
２４日（木） 新玉村ゴルフ場
〒370-1117 群馬県佐波郡玉村町川井 1065-1
TEL 0270-65-8802
朝霞パブリックゴルフ場
〒351-0001 埼玉県朝霞市大字上内間木 217
TEL 048-456-0831
山中湖畔 富士ゴルフコース
〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中 262-1
TEL 0555-62-1227
２５日（金） 篠ノ井ゴルフパーク：ウィーゴ
〒381-2353 長野県長野市信更町田野口 3956
TEL 026-290-3005
２７日（日） 草津高原ゴルフ場
〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根国有林 154 林班
TEL 0279-88-8072
丘の公園清里ゴルフコース
〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里 3545-5
TEL 0551-48-3454
富士見高原ゴルフコース
〒399-0101 長野県諏訪郡富士見町境 12067
TEL 0266-66-2221
新潟サンライズゴルフコース
〒957-0101 新潟県北蒲原郡聖籠町東港 2-160-6
TEL 025-256-2211
７月 １日（木） 昭和の森ゴルフコース
〒196-0012 東京都昭島市つつじが丘 1-1-7
TEL 042-543-1271
小淵沢カントリークラブ
〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町 10060-163
TEL 0551-36-4411
２日（金） 前橋ゴルフ場
〒371-0046 群馬県前橋市川原町 594
TEL 027-231-7575
４日（日） 三井の森軽井沢カントリー倶楽部
〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町発地 941
TEL 0267-48-3105
６日（火） 富士グリーンヒルゴルフコース
〒410-1306 静岡県駿東郡小山町上野 1492
TEL 0550-76-2717
７日（水） 榛名の森カントリークラブ
〒370-3401 群馬県高崎市倉渕町権田 5344
TEL 027-378-4333

１．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。
２．プレーの条件 １８ホール・ストロークプレーを行い、各日のＢ地区男子部門上位者は７月２６日から、山名
湖畔 富士ゴルフコースで開催する決勝競技の出場資格を得る。予選通過者数は各日合計で約
１８０名（男女合計）とし、男女別人数、予選参加者数割合によって各日の通過人数を決定す
る。
なお、詳細は組合せおよびスタート時間表にて発表する。
３．タイの決定
１８ホールを終り予選通過者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通
過者を決定する。
４．使用球の規格 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。
（ゴルフ規則 186 ページ参照）
５．使用クラブの規格

競技者が持ち運ぶドライバーはR&A発行の最新の適合ドライバーヘッドリストに載っているク
ラブヘッドを持つものでなければならない。
例外：1999年より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。
「最新の適合ドライバーヘッドリスト」とは競技の条件で別途規定されていない限り、競技が
開催される前週の火曜日にR&Aのホームページ上に掲載されているリストとする。
この条件の違反の罰は『ゴルフ規則付I(c)1a』を適用する(ゴルフ規則184 ページ参照)。
６．競技終了時点 競技委員会の作成した順位表が掲示された時点をもって終了したものとみなす。
７．参加資格
次のいずれかに該当するアマチュアゴルファーとする。
(1) ３０歳以上の男子（昭和５５年１２月３１日以前誕生）
(2) ハンディキャップ２０．０程度以上が望ましい
(3) 日本ゴルフ協会ゴルフ規則に規程されたアマチュアゴルファー
※重複エントリーはできない（失格）
８．移 動
【乗用カートによるセルフプレー】の場合
本競技は、セルフプレーとし、正規のラウンド中のプレーヤー及び用具の移動は、全組ともプ
レーヤーが１台の乗用カートを共用して行うものとする。
【リモコン式乗用カートによるセルフプレー】の場合
本競技は、セルフプレーとし、正規のラウンド中のプレーヤー及び用具の移動は、全組ともプ
レーヤーが１台のリモコン式乗用カートを共用して行うものとする。
【徒歩によるリモコン式カートセルフプレー】の場合
本競技は、セルフプレーとし、プレーヤーは正規のラウンド中、いかなるの移動用の機器にも
乗ってはならない。
【手引きカートによるセルフプレー】の場合
本競技は、セルフプレーとし、プレーヤーは正規のラウンド中、いかなるの移動用の機器にも
乗ってはならない。
【リモコン式乗用カートによるキャディー付プレー】の場合
正規のラウンド中のプレーヤー及び用具の移動は、全組とも１台のリモコン式乗用カートを共
用して行うものとする。
【徒歩によるキャディー付プレー】の場合
正規のランド中の移動について『ゴルフ規則付Ⅰ(c)9 移動』を適用する。
（ゴルフ規則 192 ページ参照）
９．キャディー 【乗用カートによるセルフプレー】
・
【リモコン式乗用カートによるセルフプレー】
・
【徒歩によるリモコン式カートセルフプレー】
・
【手引きカートによるセルフプレー】の場合
正規のラウンド中、競技者のキャディー使用は禁止とする。この条件の違反の罰は『ゴルフ規
則付Ⅰ(c)3』を適用する。
（ゴルフ規則 188 ページ参照）
【リモコン式乗用カートによるキャディー付プレー】
・
【徒歩によるキャディー付プレー】の場合
正規のラウンド中、プレーヤー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は『ゴルフ規則付Ⅰ(c)3』を適用する。
（ゴルフ規則 188 ページ参照）
10．賞
メダリスト賞（申込人数が男子１６名、女子８名に満たない場合は除く）
11．参加賞
オリジナルキャップ（男子）
、オリジナルバイザー（女子）
12．参加申込
専用申込書、当協会ＨＰ掲載申込書いずれかに必要事項を記入し、参加料を同封して第１希望
コースに現金書留で送付するかコースに直接持参すること。また、ゆうちょ銀行及び郵便局か
らの振込も可能。
「振込口座：№００１２０-９-７６２５９０ 社団法人日本パブリックゴルフ場事業協会」
※ゆうちょ振込の場合、第１希望コース、住所、氏名、連絡先電話番号、性別を必ず記入。
13．申込開始日
平成２２年５月 １日（土）
14．申込締切日
平成２２年５月３１日（月）
６，０００円（申込締切日を過ぎて参加取消をした場合、参加料返却はしない）
15．参加料
16．指定練習日
指定練習日については組合せ表発表とともに通知する。

◎決勝
期
場
後
協

日 ： 平成２２年７月２６日（月）
、２７日（火）
※Ｂ地区男子部門と女子部門は同日同会場にて開催
所 ： 山中湖畔 富士ゴルフコース
〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中 262-1
TEL 0555- 62-1227
援 ： （財）日本ゴルフ協会・関東ゴルフ連盟
賛 ： （社）全日本ゴルフ練習場連盟

１．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。
２．プレーの条件 【Ｂ地区男子部門決勝】
２日間３６ホールストロークプレー
３．タイの決定
第１位がタイの場合は、即日委員の指定するホールにおいてホールバイホールによるプレーオ
フを行い、優勝者を決定する。
４．使用球の規格 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。
（ゴルフ規則 186 ページ参照）
５．使用クラブの規格
競技者が持ち運ぶドライバーはR&A発行の最新の適合ドライバーヘッドリストに載っているク
ラブヘッドを持つものでなければならない。
例外：1999年より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。
「最新の適合ドライバーヘッドリスト」とは競技の条件で別途規定されていない限り、競技が
開催される前週の火曜日にR&Aのホームページ上に掲載されているリストとする。
この条件の違反の罰は『ゴルフ規則付I(c)1a』を適用する(ゴルフ規則184 ページ参照)。
６．競技終了時点 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。
７．参加資格
次のいずれかに該当するアマチュアゴルファーとする。
(1) 各予選の上位成績者約１８０名（男女合計）
各地区の割当人数は予選申込人数による均等配分とする
(2) 平成２１年度本地区決勝の各第１位～第５位までの者（当該地区居住者）
(3) 平成２１年度全日本パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権の各第２位～第５位まで
の者（当該地区居住者）
８．賞
【男子部門】
優勝者 ＰＧＳ杯（レプリカ）
、記念品
第２位～第５位 丸盆置物、記念品
第６位～第１０位 記念品
【女子部門】
優勝者 ＰＧＳ杯（レプリカ）
、記念品
第２位～第３位 丸盆置物、記念品
第４位～第５位 記念品
９．参加賞
ネームタグ
10．参加申込
第７項(1)の該当者は、各地区決勝会場にて申し込みを行うこと。
第７項(2)～(3)の該当者は直接ＰＧＳ事務局へ申し込むこと。
11．指定練習日
指定練習日については組合せ表発表とともに通知する。

付記：①本競技の成績上位者は９月８日（水）
、９日（木）兵庫県、よみうりゴルフ ウエストコースにおいて開
催される、平成２２年度全日本パブリックミッドアマチュアゴルフ選手権競技の出場資格を得る。参加人
数は各地区の予選参加者数割合に応じて配分する。
②第１位～第５位は平成２３年度本競技の地区決勝の出場資格を得る。
（当該地区・予選に出場した場合を除く）
個人情報保護法関連事項（予選・決勝共通）
競技参加者の氏名、成績等は開催コース掲示板、PGS ニュース、PGS ホームページ、携帯サイト｢THE GOLF｣、各
種雑誌、新聞等に掲載されることがあります。前記利用目的の範囲で、関係所管に情報を提供することがありま

す。また競技参加者には、PGS ニュース、翌年の競技参加案内および他団体の競技案内をご送付いたします。お
申込みをされる方は、前記記載事項に同意されたものとみなさせていただきます。

