
予選

決勝

予選

決勝

予選

決勝

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

申込用紙に必要事項を記入の上、郵送もしくはFAXにて出場希望コースへお申込み
ください。参加料は大会当日にコースへお支払いください！
本大会に限り、出場した予選に通過できなかった場合は、他会場の空きがある事を
条件として再エントリー（但し参加費は都度掛かります）を認めます。㊟予め複数会
場にエントリーする事はご遠慮ください！

ＰＧＳチャリティー東日本スクラッチゴルフ選手権
～医療従事者の皆様や医療提供体制整備を支援します～

男子ミッドアマ・女子ミッドアマ

１０月２２日（木）～２３日（金）

決勝開催コース
千葉よみうりカントリークラブ

〒290-0228　千葉県市原市岩字三重山1　TEL0436-92-2611

７．決勝出場資格者 予選コース別の決勝出場人数は、各予選コースの申込人数割合により配分します。

８．その他

新型コロナウイルス感染予防の観点や、悪天候などの理由により開催を中止する場合があり
ます。また、出場された予選終了後に同理由により決勝競技を中止した場合、予選参加料の
返金はいたしません。なお、感染予防の為、決勝大会の表彰式は現時点では行わない予定
です。

競技参加要項

１．競技方法
１８ホールストロークプレー

３６ホールストロークプレー

６，５５０円（税込）内５００円を日本医師会にチャリティー

３，３００円（税込）

２．参加資格
各予選からの通過者

３．競技参加料
　　（大会当日支払）

1995年12月31日以前誕生男子ミッドアマ・女子ミッドアマ

４．申込方法

５．申込期間 男子ミッドアマ・女子ミッドアマ
８月１日（土）～８月３１日（月）
※予選前日まで空きがある場合は申込可能

６．参加賞 出場者全員に参加賞を進呈します。

各競技上位３名を２０２１年度同競技の東日本地区決勝へのシード権を付与する。

男子ミッドアマ⇒２０２１年度東日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権地区決勝
女子ミッドアマ⇒２０２１年度東日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権地区決
勝

10．注意事項

１．特別ルール、ローカルルール以外の競技規則は、すべて日本ゴルフ協会発行のゴルフ
    規則による。

２．日本ゴルフ協会アマチュア資格規則の規定に抵触し、または本競技の品位を損なう
　　と判断される者は競技への参加を取消す。また、プレー中であっても参加を取消す。

３．日本国刑法に問われている者、あるいは反社会的勢力・団体に関係する者、および
　　これらに準ずると判断される者は、本競技への参加を認めない。

４．使用クラブの規格は、日本ゴルフ協会発行のオフィシャルガイド「ローカルルールひ
　　な型G‐１適合ドライバーヘッドリスト」を適用する。

５．使用球は日本ゴルフ協会発行のオフィシャルガイド「ローカルルールひな型G‐３適合
　　球リスト」を適用する。

６．競技会に無断欠場した場合は、以後の競技への出場を停止とする（１年間）。

９．付記



男子 女子

那須野ヶ原カントリークラブ
〒324-0012　大田原市南金丸2025
TEL0287-23-1101　FAX0287-23-2221

リモコン式
乗用カートによる
セルフプレー

９，０９０円
（昼食付）

９/２７（日） ９/２７（日）

イーストウッドカントリークラブ
〒321-0417　宇都宮市冬室町1039-3
TEL028-674-8848　FAX028-674-4384

乗用カートによる
セルフプレー

８，０００円
（昼食付）

９/２８（月） ―

ハーモニーヒルズゴルフクラブ
〒328-0101　栃木市都賀町大柿2464
TEL0282-92-0489　FAX0282-92-0026

リモコン式
乗用カートによる
キャディ付プレー

１１，４９０円
（昼食付）

９/１０（木） ９/１０（木）

ＪＧＭ宇都宮ゴルフクラブ
〒320-0001　宇都宮市横山町1304
TEL028-665-8080　FAX028-665-2797

リモコン式
乗用カートによる
セルフプレー

６，７００円
（昼食付）

９/２８（月） ９/２８（月）

下館ゴルフ倶楽部
〒308-0811　筑西市茂田1858-10 ザ・ヒロサワ・シティ
TEL0296-20-1111　FAX0296-24-5625

乗用カートによる
セルフプレー

１２，０００円
（昼食付）

９/２０（日） ―

オールドオーチャードゴルフクラブ
〒311-3142　東茨城郡茨城町鳥羽田686-3
TEL029-292-7777　FAX029-292-7411

リモコン式
乗用カートによる
セルフプレー

８，６００円
（昼食付）

９/３０（水） ９/３０（水）

うぐいすの森ゴルフクラブ水戸
〒311-4406　東茨城郡城里町下赤沢314-1
TEL0296-88-3800　FAX0296-88-3801

リモコン式
乗用カートによる
セルフプレー

８，８００円
（昼食付）

９/２２（祝） ―

群
馬
県

新玉村ゴルフ場
〒370-1117　佐波郡玉村町川井1065-1
TEL0270-65-8802　FAX0270-65-9149

乗用カートによる
セルフプレー

６，９００円
（昼食付）

９/２４（木） ―

１１，６００円 ９/２０（日） ―

１１，６００円 ９/２２（祝） ９/２２（祝）

６，７００円 ９/２３（水） ９/２３（水）

新君津ベルグリーンカントリー倶楽部
〒292-1161　君津市東猪原12
TEL0439-70-5130　FAX0439-37-2205

乗用カートによる
セルフプレー

７，０００円税別
（昼食付）

１０/２（金） ―

ムーンレイクゴルフクラブ　茂原コース
〒297-0073　茂原市長尾1647
TEL0475-26-5500　FAX0475-26-5152

乗用カートによる
セルフプレー

７，９００円税別 ９/２５（金） ９/２５（金）

東
京
都

昭和の森ゴルフコース
〒196-0012　昭島市つつじが丘1-1-7
TEL042-543-1271　FAX042-545-0800

リモコン式
乗用カートによる
セルフプレー

１３，０１０円 ９/１４（月） ９/１４（月）

丘の公園清里ゴルフコース
〒407-0301　北杜市高根町清里3545-5
TEL0551-48-3456　FAX0551-48-4418

リモコン式
乗用カートによる
セルフプレー

１３，９００円
（昼食付）

９/２２（祝） ―

小淵沢カントリークラブ
〒408-0044　北杜市小淵沢町10060-163
TEL0551-36-4411　FAX0551-36-4415

乗用カートによる
セルフプレー

１２，８００円
（昼食付）

１０/１（木） ―

プレー料金その他費用は、各自予選当日にコースにてご精算ください。プレー料金の詳細については、各予選開催コースにお問い合わせください。

＜肖像権に関する同意内容＞

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。

山
梨
県

開催コース
プレースタイル

（予定）

予選日程

ミッドアマ

＜プレー料金に関して＞

茨
城
県

リモコン式
乗用カートによる
セルフプレー

千
葉
県

千葉よみうりカントリークラブ
〒290-0228　市原市岩字三重山1
TEL0436-92-2611　FAX0436-92-1750

栃
木
県

プレー料金/
税込（予定）



2020年7月吉日

新設競技『PGSチャリティー東日本スクラッチゴルフ選手権』開催のお知らせ

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

２０２０年度限定新設競技
決勝開催コース

予選申込期間

参加費（各競技共通）※競技当日にお支払いください！

詳細につきましては別紙の参加要項をご参照ください

本競技の参加資格に抵触した場合は如何なる裁定をも受け入れることを承諾し参加申込いたします。
２０２０年　　　月　　　日

コース名

開 催 日

ふりがな
氏名
（必ず自署してください）

ふりがな
住所

〒　　　　－　　　　　

電　　　話 （　　　　　）　　　　　　－ （いずれかに○をつけてください）
携帯電話 （　　　　　）　　　　　　－

所属コース
（ない場合は空欄） コース名 ハンディキャップ：

E-mail
◆個人情報保護法関連事項

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、日本パブリックゴルフ協会ホームページ、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・他団体の競技案内
およびメールマガジン(希望者)をご送付致します。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。

会社員・公務員・自営・その他
職業

生年月日

□開催コース、日本パブリックゴルフ協会からのメールマガジンを受け取る

（西暦）

出場希望コース
　２０２０年　　　　　月　　　　　日（　　　）

　　　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）
　　（西暦でご記入ください）

拝啓　初夏の候、皆様におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は当協会の諸活動に対して格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、２０２０年度当協会主催競技の各アマチュアゴルファーズ選手権競技につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により中止
とさせていただきました。然しながら、全国的に緊急事態宣言が解除され、新しい生活様式での日常も戻りつつあるため、東日本地区では
３つの男女別カテゴリー競技を２０２０年度限定で新設する運びとなりました。

今回ご案内させていただきますのは、年齢が２５歳以上（１９９５（平成７）年１２月３１日以前誕生）男子ミッドアマチュア・女子ミッドアマチュ
ア選手権です。
なお、本競技は今年度限りの大会となり、予選および地区決勝までの（全日本大会は開催いたしません）開催となりますが、各競技の地
区決勝上位３名には、２０２１年度同カテゴリーの東日本地区決勝へのシード権を付与いたします。
≪男子：東日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権地区決勝、女子：東日本女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権地区決勝≫

開催に際しましては、新型コロナウイルス感染防止策のガイドラインを作成し、選手及びコーススタッフ等大会に関係する皆様の安全を第
一に行って参ります。

また、本大会は参加費の一部を日本医師会に寄付いたしますので、皆様のご参加をお待ちしております。
今後、政府や関係機関より緊急事態宣言が発令された場合は、慎重に状況を判断し、大会を中止する場合もございますので、ご理解頂き
ますようお願い申し上げます。

※枠外に記載されている個人情報保護法関連事項の内容並びに肖像権に関する内容に同意します。

切り取り線

予選：６，５５０円（参加費５，５００円＋消費税５５０円＋チャリティー５００円）、参加賞３ヶ入ボール（SRIXON Z-STAR XV）
決勝：３，３００円（消費税込）、参加賞トートバック

男子ミッドアマ・女子ミッドアマ ８月１日（土）～８月３１日（月）※締切後、空きがある場合は申込可能

１０月２２日（木）～２３日（金） 〒290-0228　千葉県市原市岩字三重山1　TEL0436-92-2611
男子ミッドアマ・女子ミッドアマ 千葉よみうりカントリークラブ

参加申込書
PGSチャリティー東日本スクラッチゴルフ選手権
男子ミッドアマチュア・女子ミッドアマチュア

出場競技 東日本ミッドアマ（　男子　・　女子　）何れかを○で囲んでください
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