
.

ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名 ｽﾀｰﾄ 選手名 選手名 選手名 選手名

時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 時間 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース 予選出場コース

岡林 良太 田村 享久 濵田 晋 藤山 一樹 福山 貴信 只森 邦亮 吉村 繁 森川 英門

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪 北神戸 ﾜｰﾙﾄﾞ 瀬板の森北九州 京阪 大阪 よみうりｳｴｽﾄ

太田 僚平 小瀬 翔也 小林 竜馬 辻本 真志 新川 正悟 川口 圭典 阿曽 一弘 平田 雅也

瀬板の森北九州 ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾜｰﾙﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 京阪 瀬板の森北九州 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 大阪

荒井 將栄 小寺 哲治 前田 早登 井上 康次 上田 秀寿 中野 孝政 根本 正容 林 英樹

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 京阪 北神戸 よみうりｳｴｽﾄ 鬼ﾉ城 よみうりｳｴｽﾄ 六甲国際 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ

谷上 潤二 谷口 安孝 長屋 健 前田 賢祐 北村 優友 永山 啓太 南家 健太 前川 瑞輝

ﾜｰﾙﾄﾞ 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ つるや西宮北 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ ﾌｪﾆｯｸｽCC ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾏｽﾀｰｽﾞ

岩本 守 西 隆弘 八島 清泰 山本 高幸 大西 義光 角田 周治 藤木 康孝 柳元 繁

鬼ﾉ城 ﾜｰﾙﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ 西神戸 大阪 よみうりｳｴｽﾄ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ

8:07 8:07

西本 俊彦 真木 雄一郎 山下 恭平 吉岡 尚生 植田 春雄 大吉 忠則 須田 征司 松本 伸一

有馬ﾛｲﾔﾙ 太平洋ｸﾗﾌﾞ六甲Ｃ ﾏｽﾀｰｽﾞ 京都大原 京阪 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 瀬板の森北九州 六甲国際

岩本 進利 東本 雅至 藤本 周三 邑木 秀行 井上 泰人 竹内 善治 湯 振徳 山本 才浩

ﾌｪﾆｯｸｽCC 北神戸 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 大阪 ﾜｰﾙﾄﾞ ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 北神戸

木本 進 久保田 泰生 瀬戸 史郎 徳田 敏行 小倉 信行 白髭 慎一 鈴木 雅博 松原 孝光

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾜｰﾙﾄﾞ よみうりｳｴｽﾄ 京都大原 よみうりｳｴｽﾄ 北神戸 有馬ﾛｲﾔﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ

尾崎 竜二 河崎 大樹 谷内 祥吾 山﨑 博文 坂元 一起 田中 陽介 中根 明宏 横田 健一

ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 ﾏｽﾀｰｽﾞ 六甲国際 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 有馬ﾛｲﾔﾙ 西神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ

東平 真一郎 廣瀬 恵一 三井 吉奎 山本 守 北川 昇一 芝田 康司 柳田 秀樹 山中 祥司

よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ 京都大原 阿騎野 よみうりｳｴｽﾄ 北神戸 ﾜｰﾙﾄﾞ

8:52 8:52

岡田 賢 笠嶋 直樹 木下 光学 小峰 尚宏 小田原 敏弘 矢野 裕之 高畑 茂佳 和田 真

ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ よみうりｳｴｽﾄ 西日本ｼｰﾄﾞ 高松 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ ﾜｰﾙﾄﾞ 丸亀 西日本ｼｰﾄﾞ

末原 健 平野 匡史 北條 宏明 森本 与公 西川 和之 佐藤 安央 田中 有哉 久保 雅史

北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 六甲国際 京阪 よみうりｳｴｽﾄ 高松 阿騎野 太平洋ｸﾗﾌﾞ六甲Ｃ

岡田 直樹 黒川 昌祐 坂本 周佐 福田 仁 河渕 雅也 大同 一輝 髙本 大士 渡邊 将人

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松 太平洋ｸﾗﾌﾞ六甲Ｃ 有馬ﾛｲﾔﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ よみうりｳｴｽﾄ 西神戸

沖 雄大 高橋 徹 三好 猛 渡辺 悟志 北村 久人 坂本 徹 宮本 大地 森 和人

西神戸 太平洋ｸﾗﾌﾞ六甲Ｃ 鬼ﾉ城 よみうりｳｴｽﾄ 京都大原 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 大阪 ﾏｽﾀｰｽﾞ

9:30 9:30

奥村 幸治 佐藤 雄史 眞部 幸一郎 間庭 一樹 草岡 竜一 平井 宏幸 宮谷 佳宏 村山 嘉彦

よみうりｳｴｽﾄ よみうりｳｴｽﾄ 高松 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 有馬ﾛｲﾔﾙ 北神戸 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 瀬板の森北九州

香川 豊数 篠原 淳志 山形 兼一郎 山口 雅也 池田 尚良 高島 健司 土居 一憲 上田 哲也

高松 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 六甲国際 阿騎野 北神戸 ﾏｽﾀｰｽﾞ よみうりｳｴｽﾄ 六甲国際

大橋 裕一 柴田 尚樹 菅原 亮佑 中 崇大 隠地 俊樹 田中 富雄 原 貞雄 母里 善則

奥津 よみうりｳｴｽﾄ 姫路ｼｰｻｲﾄﾞ 水島 大阪 湯村 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島 花回廊

貴志 彰英 龍川 雄作 山田 克彦 吉川 健二 大森 治彦 小寺 研介 近藤 桂 平田 昌一

よみうりｳｴｽﾄ 花回廊 水島 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰｸ 岡山空港 よみうりｳｴｽﾄ 湯村 丸亀

10:07 10:07

小西 祐司 坂本 達也 中薗 友和 中村 周平 石崎 友洋 野上 将材 藤原 勇気 丸山 浩司

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 瀬板の森北九州 ﾜｰﾙﾄﾞ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 鬼ﾉ城 岡山空港 ﾏｽﾀｰｽﾞ

中岡 和則 岩崎 善徳 田中 祐以 室井 允 秋山 友陽 東谷 佳治 髙橋 茂文 井尻 勝也

ﾜｰﾙﾄﾞ 京阪 水島 瀬板の森北九州 ﾄﾑ･ﾜﾄｿﾝ よみうりｳｴｽﾄ 京阪 高松

寺西 俊人 岡本 忠司 中村 哲也 小林 敬 黒川 博之 小川　祐太 戸田 秀一 中村 一博

北神戸 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ 高松 ﾜｰﾙﾄﾞ 高松 ﾍﾞｱｽﾞﾊﾟｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 琵琶湖ﾚｰｸｻｲﾄﾞ 丸亀

小倉 隆清 藤島 義一 前谷 貴之 三垣 保 岩崎 慎治 西河 誠 藤川 厚史 水主 達也

つるや西宮北 京阪 岡山空港 花回廊 よみうりｳｴｽﾄ 水島 高松 ｺｰﾄ･ﾍﾞｰﾙ徳島

2022/7/25現在　参加人数：176人（黄色塗り＝繰上げ出場選手）

1 7:30 1 7:30

2022年度　全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権　西日本地区決勝

開催コース：よみうりゴルフウエストコース 2022年7月27日(水)

OUT IN

組 組

2 7:37 2 7:37

3 7:45 3 7:45

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

6 8:15 6 8:15

4 7:52 4 7:52

5 8:00 5 8:00

7 8:22 7 8:22

8 8:30 8 8:30

調　　整　　時　　間 調　　整　　時　　間

11 9:00 11 9:00

9 8:37 9 8:37

10 8:45 10 8:45

12 9:07 12 9:07

13 9:15 13 9:15

調　　整　　時　　間

15 9:37 15 9:37

14 9:22 14 9:22

調　　整　　時　　間

16 9:45 16 9:45

17 9:52 17 9:52

調　　整　　時　　間

19 10:15 19 10:15

18 10:00 18 10:00

調　　整　　時　　間

22 10:37 22 10:37

20 10:22 20 10:22

21 10:30 21 10:30



２０２２年度 

   全日本ミッドアマチュアゴルファーズ選手権 

西日本地区決勝 

競技開催要項 

 

 

開 催 日    ２０２２年７月２７日（水）、２８日（木） 

開 催 場 所  よみうりゴルフウエストコース 

〒669-1141 兵庫県西宮市塩瀬町名塩北山  TEL：0797-62-1121 

 

主   催    公益社団法人日本パブリックゴルフ協会 

後   援     公益財団法人日本ゴルフ協会／一般社団法人関西ゴルフ連盟／一般財団法人中国ゴルフ連盟／

四国ゴルフ連盟／九州ゴルフ連盟／公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟／一般社団法人日

本ゴルフ用品協会／報知新聞社／日刊スポーツ新聞社／デイリースポーツ／スポーツニッポ

ン新聞社／サンケイスポーツ 

 

プレーの条件   ３６ホール・ストロークプレー 

第１ラウンド ７月２７日（水） １８ホール・ストロークプレー 

第２ラウンド ７月２８日（木） １８ホール・ストロークプレー 

※本競技は、“１８ホール終了”をもって成立とし、２日間で３６ホール消化できなかった場合 

は競技を短縮する。 

 

使用ティー    ＰＧＳ黒マーク（チャンピオンティー） 

 

競技参加料    地区決勝参加料３，３００円(税込み)は、大会初日によみうりゴルフウエストコースにて 

プレー代と一緒に徴収します。但し、地区決勝シード選手は除く。 

 

表   彰    第１位 レプリカ・プレー券 

第２位～第３位 楯・プレー券 

※上位３名の選手は写真撮影を行いますので、表彰式にご出席ください。 

第４位～第１０位 プレー券 

 

距 離 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ゴルフ協会ゴルフ規則、本競技ローカルルール、および競技の条件を適用する。 

本書に記載の無い事項や追加変更がある場合は競技規定やプレーヤーへの通知文書、または競技会場での掲示物に

掲載されるので必ず参照すること。 

Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

Yards 367 187 419 473 220 529 354 562 465 3576

Par 4 3 4 4 3 5 4 5 4 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total

358 434 183 564 451 461 534 209 426 3620 7196

4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72



ゴルフ規則によって別に定められている場合や本書に罰が記載されている場合を除き、このローカルルール、競技の条件

の違反の罰は、「一般の罰（2罰打）」となる。 

 

 

 

ローカルルール 

 

１．アウトオブバウンズ（規則 18.2） 
  アウトオブバウンズは白杭のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。 
  現にプレーするホールにおいて、球が白杭を結んだ線を越えて、他のホールのインバウンズに止まっていても、

その球はアウトオブバウンズの球とみなす。 
２．ペナルティーエリア（規則 17） 
  レッドペナルティーエリアは赤杭によってその縁を定める。 
  ペナルティーエリアのためのドロップゾーン 
  １５番・１７番ホールにおいて、レッドペナルティーエリアの中に球がある場合（見つかっていない球がその

レッドペナルティーエリアに止まったことが分かっている、または事実上確実である場合を含む）は、設置し
てあるドロップゾーンに、１打の罰に基づく救済の追加の選択肢となる。ドロップゾーンは、規則 14.3に基づ
く救済エリアであり、球はその救済エリアにドロップされ、その救済エリアに止まらなければならない。 

３．異常なコース状態(動かせない障害物を含む)（規則 16） 
  (ａ)修理地 
    青杭又は白線で囲まれた区域。 
  (ｂ)動かせない障害物 
   (1)ジェネラルエリアにある排水溝、標示杭、舗装道路、その他人工物。 
   (2)人工の表面を持つ道路に接した排水溝は、その道路の一部とみなす。 
   (3)電磁誘導カート用の２本のレールは、全幅をもって動かせない障害物とする。(そのままプレーすること 

もできる) 

４．特定の用具の使用制限 

  (ａ)ストロークを行うために使うドライバーは R＆Aが発行する最新の適合ドライバーヘッドリストに掲載 

されているクラブヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでなければならない。 

  (ｂ)ストロークを行うときに使用する球は R＆Aが発行する最新の適合球リストに掲載されていなければ 

ならない。 

  ａ）、ｂ)に違反してストロークを行ったことに対する罰：失格 

５．プレーの中断（規則 5.7） 

プレーの中断と再開の合図について 

乗用カートに搭載の無線機により一斉通報する。 

注：危険な状況のためにプレーを即時中断する場合、すべての練習区域は委員会がプレーを再開するまで閉鎖

される。閉鎖された練習場で練習するプレーヤーには練習を止めるように勧告し、それでも練習を止めない場

合には失格となることがある。 

６．練習（規則 5.5bは下記のように修正される） 

2 つのホールのプレーの間、プレーヤーは終了したばかりのパッティンググリーンやその近くで練習をしては

ならない。 

また、終了したばかりのパッティンググリーンの表面をこすったり、球を転がすことによってパッティング 

グリーン面のテストをしてはならない。 

※9 ホールを終了して待ち時間のある場合は、パッティング練習場においてパターのみの練習をすることが 

できる。（打球練習場およびバンカー練習場は使用禁止） 

７．移動 

本競技は、セルフプレーとし、ラウンド中のプレーヤーおよび用具の移動は、全組ともプレーヤーが１台の 

リモコン式電磁誘導カートを共用して行うものとする。プレーヤーはプレー中、カートに乗車することが 

できる。 

８．キャディー 

ラウンド中、プレーヤーのキャディー使用は禁止とする。このローカルルールの違反の罰：プレーヤーは 

  キャディーに支援してもらったその各ホールに対して一般の罰を受ける。違反がホールの間で起きたり、 

ホールとホールの間まで続く場合、プレーヤーは次のホールで一般の罰を受ける。 

 



競技の条件 

 

１．参加資格    

プレーヤーは「競技規定」で定められている参加資格を満たしていなければならない。（競技規定は日本パブリ

ックゴルフ協会ホームページを参照） 

２．スコアカードの提出 

  スコアは乗用カートに搭載されているカートナビにスコアを入力すること（新型コロナ感染を防ぐために、 

スコア入力は特定のプレーヤーが行う事を推奨します）。ラウンド終了後、速やかにナビに登録した各自のス

コアを最終確認すること。なお、プレーヤーはスコア表に署名した時点で委員会に提出したことになる。最

終確認する前にカートを離れる必要があるプレーヤーは同伴競技者にその意思を告げなければならず、そし

てすぐに戻らなければならない。 

※但し、悪天候によりナビの通信が切断される場合もあるので、各自スコアカードでも記録しておくこと。 

３．タイの決定 

  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。尚、３名以上でプレーオフが行われる場合、優勝者以外のプレーヤーは２位タイ

とする。また、悪天候、日没等により当日プレーオフが出来ない場合、またはプレーオフにて決定しない場合

は最終ラウンドのスコアを比較し、スコアの良いプレーヤーを優勝とする。それでも決定しない場合は次の順

で決定する。最終ラウンドのマッチング・スコアカード方式→委員会によるくじ引き。 

入賞者に対する記念品の贈呈及び他団体競技・当協会競技へのシード権付与に関しても、最終ラウンドのスコ

アを比較し、成績の良いプレーヤーに資格を付与する。それでも順位が決定しない場合は、次の順で決定する。

最終ラウンドのマッチング・スコアカード方式→委員会によるくじ引き。地区決勝通過者に辞退者が生じた場

合、全日本大会の５日前（9/5午後 1：00）まで出場選手の繰り上げを行う。なお、詳細は組合せおよびスター

ト時間表にて発表する。 

４．競技終了時点 

  本競技は、競技委員長の成績発表をもって終了する。 

５．競技の短縮 

競技委員会は、コースの状況により適正なるプレーが不可能と判断した時、定めてあるラウンド数を短縮す

ることができる。 

６．競技の成立 

  本競技の参加者全員がラウンドを終了できなかった場合、競技委員会は競技の成立について別途定めるもの 

とする。 

 

注意事項 

 

１．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プレーヤーの参加資格を取り消すことが

できる。 

２．競技委員会はすべての競技関係者、ギャラリーへの暴言等を含めエチケットの重大な違反があったプレーヤー

を競技失格とすることができる。 

３．競技の条件やローカルルールに追加・変更があるときは、スターティングホールのティーイングエリア付近に

告示する。 

４．組合せおよびスタート時間は別紙のとおりとする。欠席者があった場合は、組合せおよびスタート時間を変更

する場合がある。欠席する場合は、必ずよみうりゴルフウエストコース(TEL：0797-62-1121)に連絡すること。 

５．プレーヤーは、スタート４０分前までには受付を済ませること。また、セルフプレーのためスタート室へカー

トを取りに来ていただき、１０分前には所定の位置(スタート場所)に待機すること。 

６．プレーの進行は、ハーフラウンド２時間２０分以内とすること。先行組との間隔を不当にあけないよう注意の

こと。プレーを不当に遅らせた場合はペナルティを課す。（トラブルがあって遅れた場合はその組全員でその

遅れを取り戻すよう努力をする義務があります） 

７．スタート前の打球練習は１人１カゴ(４０球)を制限とする。 

８．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は、ペナルティ

を課すので注意すること。 

９．コース内での携帯電話の通話は緊急時以外（カートの故障・ケガ等）禁止する。※コース内では必ず電源を OFF

にすること。 ※重大なエチケット違反と判断される場合は、競技失格となることがある。 



10. 受動喫煙を防止するため、健康増進法に基づいた対応につき所定の場所以外は禁煙とする。乗用カート内は禁

煙とする。※所定の場所とは灰皿が置いてある場所を示す。 

11．溝とパンチマークの規格 

  本競技は 2010 年 1 月 1 日施行の『溝とパンチマークの規格に適合するクラブの使用を求める競技の条件』を

適用しません。※但し、本競技に付与された JGA等他団体主催競技のシード権を行使する場合、本項目の条件

が適用される場合があります。詳細は主催団体に各自ご確認ください。 

12. 46インチを超える長さのクラブの使用 

  本競技は46インチを超える長さのクラブの使用を禁止するローカルルールひな型Ｇ-10を適用しません。

※但し、本競技に付与された JGA等他団体主催競技のシード権を行使する場合、本項目の条件が適用され

る場合があります。詳細は主催団体に各自ご確認ください。 

 

 

 

付 記 

・本地区決勝予選通過者は、上位４４名とする。 

地区決勝通過者に辞退が生じた場合、全日本大会の５日前（9/5午後 1：00）までエントリー人数の１０％ 

の範囲内で繰り上げを認める。 

 

全日本決勝大会 ２０２２年９月１０日(土)・１１日(日) イーストウッドカントリークラブ（栃木県） 

 

  ・地区決勝の入賞者には、次の競技の参加資格が与えられます。 

≪日本パブリックゴルフ協会主催競技への出場資格≫ 

１）第１位     ２０２３年度から２０２７年度(５年間)本競技地区決勝(予選に出場した場合を除く) 

    ２）第２位～５位  翌年度本競技地区決勝(予選に出場した場合を除く) 

 

≪他団体主催競技への出場資格≫ 

１）第１位 当年度関西ゴルフ連盟主催「関西ミッドアマチュアゴルフ選手権競技決勝」（当該地区居住者） 

当年度四国ゴルフ連盟主催「四国ミッドアマチュアゴルフ選手権競技」（当該地区居住者） 

     

 

 

 

 競技委員長  樋口 光平 
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