平成２９年度
東日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権Ｂ地区
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
期
場

日：平成２９年６月２０日（火）
、２２日（木）
、２３日（金）
、２７日（火）
、２８日（火）
、２９日（木）
７月 ２日（日）
、４日（火）
、６日（木）
、９日（日）
、１０日（月）
所：６月２０日（火） 下館ゴルフ倶楽部
〒308-0811 茨城県筑西市茂田 1858-10 ザ・ヒロサワシティ TEL 0296-20-1111
２２日（木） 古河ゴルフリンクス
〒306-0038 茨城県古河市西町 10-1
TEL 0280-22-4000
２３日（金） 妻沼ゴルフ場
〒360-0211 埼玉県熊谷市善ヶ島 1038-1
TEL 048-588-8565
八千代ゴルフクラブ
〒276-0015 千葉県八千代市米本 2834
TEL 047-488-3156
２７日（火） ハーモニーヒルズゴルフクラブ
〒328-0101 栃木県栃木市都賀町大柿 2464
TEL 0282-92-0489
２８日（火） 前橋ゴルフ場
〒371-0046 群馬県前橋市川原町 1-42-4
TEL 027-231-7575
２９日（木） イーストウッドカントリークラブ
〒321-0417 栃木県宇都宮市冬室町 1039-3
TEL 028-674-8848
紫あやめ３６
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉 463-1
TEL 04-7124-1177
７月 ２日（日） 那須野ヶ原カントリークラブ
〒324-0012 栃木県大田原市南金丸 2025
TEL 0287-23-1101
４日（火） オールドオーチャードゴルフクラブ
〒311-3142 茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田 686-3
TEL 029-292-7777
６日（木） グレースリッジカントリークラブ
〒982-0231 宮城県仙台市太白区坪沼字赤石山 1-1
TEL 022-281-6555
９日（日） ウィンザーパーク ゴルフ アンド カントリークラブ
〒311-4401 茨城県東茨城郡城里町塩子 3473
TEL 0296-88-2221
１０日（月） JGM 宇都宮ゴルフクラブ
〒320-0001 栃木県宇都宮市横山町 1304
TEL 028-665-8080
サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部
〒300-0603 茨城県稲敷市伊佐部 1450
TEL 0299-79-1313

１．ゴルフ規則
２．競技委員会の
裁定
３．プレーの条件
４．タイの決定

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。
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。
１８ホール・ストロークプレー
１８ホールを終わ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。
５．使用球の規格 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(B)1b』を適用する。(ゴルフ規則 177 ページ参照)
６．使用クラブの 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(B)1a』を適用する。(ゴルフ規則 176
規格
ページ参照)
７．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。
８．参加資格
次のいずれかに該当するアマチュアゴルファーとする。
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９．通過者

10．賞
11．参加賞
12．参加申込

13．申込開始日
14．申込締切日
15．参加料
16．指定練習日

(1)２５歳以上の男子（平成４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）
各日の上位者が７月２６日から、下館ゴルフ倶楽部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１４０名とし、予選参加者数割合によって各日の通過人数を決定す
る。予選通過者に辞退者が生じた場合、予選当日に限り繰り上げを認める。なお、詳細は組合
せおよびスタート時間表にて発表する。
メダリスト賞（申込人数が１６名に満たない場合は除く）
オリジナルキャップ
①郵便の場合
専用申込書、協会ＨＰ掲載申込書いずれかに必要事項を記入し、競技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。郵便振替の場合は、申込書とともに受領証（コピー可）を添えて送
付すること。
「振込口座：№００１５０-９-６０１８８３ 公益社団法人日本パブリックゴルフ協会」
※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。
②インターネットの場合
申込専用ページより必要事項を入力し申込む。
詳細は日本パブリックゴルフ協会ホームページを参照。
平成２９年５月 １日（月）
平成２９年５月３１日（水）
６，４８０円（税込）
（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）
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
協
後
協

日 ： 平成２９年７月２６日（水）
、２７日（木）
※Ｂ地区決勝と女子決勝は同日同会場にて開催
所 ： 下館ゴルフ倶楽部
〒308-0811 茨城県筑西市茂田 1858-10 ザ・ヒロサワシティ
TEL 0296-20-1111
力 ： 一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会
援 ： 北海道ゴルフ連盟・東北ゴルフ連盟・一般社団法人関東ゴルフ連盟・北海道新聞社・道新スポ
ーツ・北海道日刊スポーツ新聞社
賛 ： 公益社団法人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．競技委員会の 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
裁定
最終である。
３．プレーの条件 ７月２６日（水）第１ラウンド １８ホール・ストロークプレー
７月２７日（木）第２ラウンド １８ホール・ストロークプレー
４．タイの決定
正規のラウンドを終わり１位がタイの場合は、即日委員会の指定するホールにおいてホールバ
イホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。なお、３名以上でプレーオフが行われる場
合、優勝者以外の競技者は２位タイとする。２位以下がタイスコアの場合は、最終ラウンドの
スコアにより決定する。それでも順位が決定しない場合はマッチング・スコアカード方式にて
決定する。それでも順位が決定しない場合はカウントバックにより順位を決定する。それでも
順位が決定しない場合は「委員会によるくじ引き」によって該当選手を決定する。地区決勝通
過者に辞退者が生じた場合、当日に限り繰り上げを認める。なお、詳細は組合せおよびスター
ト時間表にて発表する。
５．使用球の規格 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(B)1b』を適用する。(ゴルフ規則 177 ページ参照)
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６．使用クラブの
規格
７．競技終了時点
８．参加資格

９．賞

10．参加賞
11．参加申込

12．参加料
13．指定練習日

『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(B)1a』を適用する。(ゴルフ規則 176
ページ参照)
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。
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２８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)PGS 特別承認者
優勝者 ＰＧＳ杯（レプリカ）
、記念品
第２位～第５位 木製楯、記念品
第６位～第１０位 記念品
ネームタグ（出場者のみ）
第８項(1)の該当者は、各予選会場にて申し込みを行うこと。但し、参加料は地区決勝会場に
て支払うこと。
第８項(2)～(3)の該当者は直接ＰＧＳ事務局へ申し込むこと。
３，２４０円（予選通過者）
、９，７２０円（予選免除者）※各参加料は消費税含む
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：地区決勝の入賞者には、次の競技の参加資格が与えられる。
①本競技上位者
平成２９年度全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権
９月１３日（水）
、１４日（木）イーストウッドカントリークラブ（栃木県）
地区決勝通過人数は各地区の予選参加者数割合に応じて配分される。
②優勝者
平成３０年度から同３４年度（５年間）本競技地区決勝（予選に出場した場合を除く、当該地区）
平成３０年度関東ゴルフ連盟主催関東ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技（当該地区居住者）
③第２位～第５位
平成３０年度本競技地区決勝（予選に出場した場合を除く、当該地区）
平成３０年度関東ゴルフ連盟主催関東ミッドアマチュアゴルフ選手権予選競技（当該地区居住者）
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、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。
肖像権に関する同意内容（予選・決勝共通）
競技参加者は、参加申込みに際し、主催競技(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、その
中継・再映・報道・広報のため、あるいは日本パブリックゴルフ協会の目的に反しない範囲で利用するために、
写真・テレビ・その他の各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編集物(適正範囲の編集に限る)にかかる競
技参加者の肖像権(収 録物等にかかる競技参加者の氏名・肖像を展示・通信・放送・上映により一般に公開し、
あるいは貸与し、頒布するなどして他に提供する権利)を日本パブリックゴルフ協会に譲渡することを、予め承
諾されたものとさせていただきます。
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