平成２８年度
東日本Ｃ地区パブリック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
期

日：平成２８年４月１５日（金）
、１８日（月）
、１９日（火）
、２１日（木）
、２２日（金）
、２８日（木）
、
※７月２２日（金）
、※２５日（月）
、※８月２日（火）
、※６日（土）

場

所：４月１５日（金） デイスターゴルフクラブ
〒299-4425 千葉県長生郡睦沢町佐貫 4900
１８日（月） 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部
〒292-1161 千葉県君津市東猪原 12
１９日（火） 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
ムーンレイクゴルフクラブ市原コース
〒290-0257 千葉県市原市新生 603
２１日（木） 市原ゴルフクラブ
〒290-0224 千葉県市原市奉免 855
ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース
〒290-0526 千葉県市原市小草畑 577
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
八千代ゴルフクラブ
〒276-0015 千葉県八千代市米本 2834
２２日（金） 八千代ゴルフクラブ
〒276-0015 千葉県八千代市米本 2834
２８日（木） ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース
〒297-0073 千葉県茂原市長尾 1647

TEL 0475-43-0211
TEL 0439-70-5130
TEL 0436-92-2611
TEL 0436-37-8855
TEL 0436-92-1713
TEL 0436-89-2215
TEL 0436-92-2611
TEL 047-488-3156
TEL 047-488-3156

TEL 0475-26-5500

※印は平成２９年度東日本Ｃ地区決勝へ進出
※７月２２日（金） 青森スプリング・ゴルフクラブ（旧：ナクア白神ゴルフコース）
〒038-2793 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町鰺ヶ沢高原
TEL 0173-72-1011
※７月２５日（月） 隨縁カントリークラブ 恵庭コース
〒061-1422 北海道恵庭市盤尻 144
TEL 0123-33-8080
※８月 ２日（火） アイランドゴルフパーク酒田
〒998-0801 山形県酒田市北沢字鷹尾山 1-6
TEL 047-488-3156
※８月 ６日（土） ダイナスティゴルフクラブ
〒061-1267 北海道北広島市仁別 152
TEL 011-376-2611
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
規格
７．競技終了時点
８．参加資格

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

『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。(ｺﾞﾙﾌ規則 176
ﾍﾟｰｼﾞ参照)
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。
次に該当する男子アマチュアゴルファーとする。
(1) ハンディキャップ２０．０程度以上が望ましい
(2) 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
※高等学校までに在学している生徒は保護者等責任者の参加許可書（様式自由）を添付する
※重複エントリーはできない（失格）
各日の上位者が５月１９日から、市原ゴルフクラブ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１８０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
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、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」
平成２８年３月 １日（火）※北海道・東北：平成２８年６月 １日（水）
平成２８年３月３１日（木）※北海道・東北：平成２８年６月３０日（木）
６，４８０円（消費税含む）
（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
後
協

日 ： 平成２８年５月１９日（木）
、２０日（金）
所 ： 市原ゴルフクラブ
〒290-0224 千葉県市原市奉免 855
TEL 0436-92-1713
援 ： 公益財団法人日本ゴルフ協会・北海道ゴルフ連盟・東北ゴルフ連盟・関東ゴルフ連盟・一般社
団法人日本高等学校ゴルフ連盟・日刊スポーツ新聞社・北海道新聞社・道新スポーツ
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 ５月１９日（木）～２０日（金） ２日間３６ホール・ストロークプレー
４．タイの決定
３６ホールを終り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
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。
マッチング・スコアカード方式で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。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。(ｺﾞﾙﾌ規則 177 ﾍﾟｰｼﾞ参照)
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。(ｺﾞﾙﾌ規則 176
規格
ﾍﾟｰｼﾞ参照)
７．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。
８．参加資格
次のいずれかに該当する男子アマチュアゴルファーとする。
(1)各予選の上位成績者１８０名
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２７年度本地区決勝で第１位～第５位までの者（当該地区）

９．賞

10．参加賞
11．参加申込

12．参加料
13．指定練習日

(3)平成２７年度北海道・青森地区決勝で第１位～第５位までの者
(4)平成２７年度日刊アマゴルフ全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権東日本大会第４２
回関東決勝の上位者２名
(5)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１５位 記念品
ネームタグ
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)～(5)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：①本競技の成績上位者は６月１５日（水）
、１６日（木）栃木県の那須野ヶ原カントリークラブにおいて開
催される、平成２８年度全日本パブリック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される。
②優勝者は次の参加資格を得る。
平成２９年度北海道ゴルフ連盟主催北海道アマチュアゴルフ選手権決勝（当該地区居住者）
平成２９年度北海道ゴルフ連盟主催北海道オープンゴルフ選手権（当該地区居住者）
平成２９年度東北ゴルフ連盟主催東北アマチュアゴルフ選手権決勝（当該地区居住者）
平成２９年度関東ゴルフ連盟主催関東アマチュアゴルフ選手権ブロック大会（当該地区居住者）
平成２９年度本競技の地区決勝（予選に出場した場合を除く）
②上位２名は次の参加資格を得る。
平成 29 年度日刊アマゴルフ 2017 全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権北海道大会
（当該地区居住者）
平成２８年度日刊スポーツ新聞社主催の日刊アマゴルフ全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権第４３
回関東決勝の出場資格を得る。
③第２～第１０位は次の参加資格を得る。
平成２９年度北海道ゴルフ連盟主催北海道アマチュアゴルフ選手権予選（当該地区居住者）
平成２９年度北海道ゴルフ連盟主催北海道オープンゴルフ選手権予選（当該地区居住者）
平成２９年度関東ゴルフ連盟主催関東アマチュアゴルフ選手権予選（当該地区居住者）
④第２位～第５位は次の参加資格を得る。
平成２９年度本競技の地区決勝（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、写真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 PGS 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 PGS 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。

