
２０１９年度 第３４回 関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会・団体決勝(女子)  

 開催要項（競技規定） 

【 関係団体・大会役員 】 

 

・主 催 関東高等学校ゴルフ連盟・日刊スポーツ新聞社 

・主 管 関東高等学校ゴルフ連盟 

・後 援 関東ゴルフ連盟・スポーツニッポン新聞社 

・特別後援 栃木県大田原市、（株）ゴルフパートナー 

・協 賛 住友ゴム工業(株)、日本カバヤ・オハヨーホールディングス(株) 

・協 力 那須野ヶ原カントリークラブ 

・期 日 ２０１９年６月１０日（月）、１１日（火） 開会式、公式練習日 ６月９日（日） 

・場 所 那須野ヶ原カントリークラブ（那須・那珂川コース） 

〒324-0012 栃木県大田原市金丸 2025  TEL: 0287-23-1101 ／ FAX: 0287-23-2221   

 

大会役員 

大会名誉会長 川田 員之 （日刊スポーツ新聞社代表取締役会長兼社長） 

大会  会長 加藤 慎也 （関東高等学校ゴルフ連盟会長） 

大会副 会長 津久井 富雄   (栃木県大田原市 市長) 

池田 都史彦  （日刊スポーツ新聞社専務取締役広告事業担当） 

河野 俊史 （スポーツニッポン新聞社代表取締役社長） 

斎藤  毅 （那須野ヶ原カントリークラブ支配人） 

大会 委員長 緋田 幸朗 （関東高等学校ゴルフ連盟理事長） 

大会副委員長 黒澤  昭 （関東高等学校ゴルフ連盟副理事長） 

三浦 尚稔 （関東高等学校ゴルフ連盟副理事長） 

小林 和仁 （関東高等学校ゴルフ連盟副理事長） 

大会委員 大越  慈 （日刊スポーツ新聞社広告事業部長） 

      山本 泰博    （スポーツニッポン新聞社取締役） 

重石 秀樹 （スポーツニッポン新聞社事業部長） 

大会実行委員会 

実行委員長   星川 信爾   （東京・理事長・主管地区代表 専任理事） 

副実行委員長 星川 洸輔  （関東高等学校ゴルフ連盟 専任理事） 

実行委員 和田 昭二 （関東高等学校ゴルフ連盟 専任理事） 

堀江 靖見 （関東高等学校ゴルフ連盟 専任理事） 

望月 照夫 （関東高等学校ゴルフ連盟 専任理事） 

池田 孝    （関東高等学校ゴルフ連盟 専任理事） 

塙  健二   （関東高等学校ゴルフ連盟 特別参与） 

吉池  彰 （日刊スポーツ新聞社広告事業部） 

入江 正徳 （スポーツニッポン新聞社事業部次長） 

大石 真由香 （スポーツニッポン新聞社事業部） 

競技委員長 荒井 抹恵    （関東ゴルフ連盟） 

     競技委員    大野 純子     (関東ゴルフ連盟) 



【 大会要項 】 

１．競技方法 

① １日１８、２日間合計３６ホールストロークプレーで、１校４名(補欠 1 名)による団体戦。 

② 各校４名のうち各日上位３名の２日間合計の総ストローク数の少ない学校を上位とする。 

③ すべての順位決定において、②のストローク数が同数の場合、２日間の４名の総ストローク数の少ない学

校を上位とする。 

④ さらに③が同数の場合は、優勝校決定の場合のみ、代表１名によるプレーオフを行う。 

それ以外は、２日目の４名全員の総ストローク数のマッチング・スコアカード方式で順位を決定する。 

※ 悪天候等やむを得ぬ事情により競技方法を変更することがある。 

２． 取得権利  上位   校に全国大会への出場権を与える。(全国大会出場校数は５月最終週に行う全国理事会で決定する。) 

３．使用グリーン ベントＡグリーン 

４．使用ティ  白マーク  ６２４１ヤード、パー７２ 

５．使用ルール  ＪＧＡゴルフ規則・特別競技規則 

なお，ラウンド中は２０１９年度版のルールブックを携帯することを義務づける。 

６．使用ボール  最新の R&A公認球リストに記載されているもの 

７．使用ドライバー R&A/USGAのテスト基準を超えるスプリング効果を持つドライビングクラブ 

（いわゆる「高反発クラブ」）は，使用禁止とする。 

８．開会式  ２０１９年 ６月 9日（日） 練習ラウンド終了後  

「ふれあいの丘・体育館」  〒324-0024 栃木県大田原市福原 1411-22 ℡0287-28-3131 

  ※ゴルフ場から、ふれあいの丘体育館まではシャトルバス、運行予定。(事前申込必要)。 

９．顧問会議  6 月 9 日 (日)   公式練習終了後(17 時頃を予定) 

ふれあいの丘・シャトーエスポワール・会議室 顧問は会議には必ず出席すること。 

10．表彰式  競技終了後、那須野ケ原ベルビューホテルで行う(予定)。 

11．スタート  午前５時３０分よりアピアーを行う。スタート 50分前までに完了のこと。 

午前７時 00分より９分間隔にてスタート（タイムチェックを行う） 

12．表彰  優勝校には、連盟旗・メダル・賞状を授与。２・３位校にはメダルと賞状を授与。 

全国大会出場校に出場証を授与。 

2日間のベストグロスの選手に賞状・トロフィーを授与し、関東代表の選手選考 

候補選手とする。(マッチング・スコアカード方式で順位を決定する。) 

13．費用  大会参加費     ２０,０００円 

コース使用代金              ５,５００円 

朝食代       １,０５０円 

   顧問費用      ２,１００円 

※  いずれも料金は消費税込み。 

※ 選手・顧問ともがコースにおいてかかった費用はすべてコースにて精算となる。

顧問の責任においてゴルフ場を離れる際に，支払いすること。 

   ※ 宿泊は自由とする。指定宿舎等は設けない。 

14．申込方法    別紙の申込書に必要事項を記入し、FAX にて下記まで申し込むこと。 

※ 締め切り５月 15 日(水)  １５：００まで（時間厳守）(予選が終わっていない地区は、終了翌日まで) 

※ 「公印のある申込書」を 6 月 9 日(日)の顧問会議受付にて、提出すること。 

支払いは、６月 3 日（月）までに下記口座に、「参加校名」にて振り込むこと 

関東高等学校ゴルフ連盟 FAX  03-3221-9244  



 振込先 三井住友銀行熊谷支店（普）４１９５０８８ 

関東高等学校ゴルフ連盟大会口緋田幸朗（アケダユキアキ） 

※期日までに振込みがない場合は、参加を認めない。 

また申込後はいかなる理由にかかわらず、エントリーフィは返却しない。 

15．食事 

朝食＝コースレストランでバイキング（５時３０分より９時３０分まで。） 

昼食＝食券を提示し、コースレストランでバイキング（１５時まで。） 

昼食時間は、ターン係の指示に従うこと 

※ 引率顧問についても食事は選手同様とする。 

16．団体戦の選手登録について 

① 団体戦の登録は５名までとする。指定の申込用紙に記入し、連盟事務局へ期限まで登録のこと。 

② 大会初日の打順の入れ替えは認めない。補欠選手との入れ替えのみ受け付ける。 

   監督は，全選手練習ラウンド終了後，入替の有無を３０分以内に提出のこと。(本部提出) 

③ 大会最終日のオーダー表は，大会初日全選手ラウンド終了後３０分以内に提出のこと。(本部提出) 

17．指定練習ラウンドについて 

① 団体戦登録全員が練習ラウンドに必ず参加すること。 

② ラウンド中、同じ場所から２度打つなどの進行を妨げる行為は厳に慎むこと。 

③ 練習ラウンドの途中棄権は，正当な理由のみ顧問、保護者の責任において認める。 

大会本部に顧問、保護者と選手が申し出ること。 

18．競技規則、大会中の組合せ、及び大会日程表、顧問役割分担等は、随時連盟 HP に公開する。郵送は行わない。 

19．近隣の医療機関 

国際医療福祉大学クリニック 

 〒324-0011 栃木県大田原市北金丸 2600-6（国際医療福祉大学内） TEL 0287-24-1001 

那須赤十字病院               〒324-0062 栃木県大田原市中田原 1081-4 

20．その他の注意事項 

(1) ユニフォームは公式練習も含め、日本高等学校ゴルフ連盟ユニフォーム規定に準ずる 

(本連盟 HP 参照・平成 31 年 4 月１日改定) 

(2) 宿舎、大会会場では高校生として好ましからぬ言動は慎むこと． 

(3) 会場までの移動は学校の制服・ユニホォームを着用のこと 

(4) 貴重品は貴重品ロッカーで各自管理すること． 

(5) 高校生又は選手として不正な行為があった場合は、今大会の出場を取り消し、連盟賞罰規定に 

より処置する．またその件の状況は、関東ゴルフ連盟等の関係団体にも連絡する。 

(6) 朝食は、ロッカーキーで対応できる。事前申し込みは必要ない。 

(7) 前大会同様、選手は全使用球にフルネームを記入しておくこと。(誤球防止) 

(8) 大会期間中、距離測定器の使用は禁止する。(ローカルルール参照) 

(9) 各校顧問は保護者及び学校関係者に以下のことを徹底すること。 

ⅰ．来場者はゴルフ場にふさわしい服装で来ること。 

ⅱ．ギャラリー（保護者・コーチ等）は 1 番、10 番ホール及び 9 番、18 番ホールの付近以外は 

コース内への立ち入りは一切禁止する。 

    (10) 大会中、大会役員が撮影した映像の著作権は、主催者が所有する。また、大会結果とともに、本連

盟 HP に掲載する。 

 



※各校顧問はＩＤカード（本部に用意してある）を必ず首から下げること。ＩＤカードがない場合はクラ

ブハウスには入れない。また、ＩＤカードを他人に貸すことは絶対にしないこと。 

重 要 

今大会は、団体戦であるが、監督登録された方のアドバイスについては、監督兼、

大会運営に携わる顧問の先生が多くおりますので、平等性の確保の観点より、コ

ース内での帯同、アドバイスは、禁止とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０１９年 月  日 

２０１９年度 第 34 回 関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会 団体決勝(女子) 

参加申込書及び費用計算書 

 

下記の者は、２０１９年６月１１日～１２日まで、栃木県・那須野ケ原 CC で開催される 

関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会・団体決勝(女子)に参加申込をいたします。 

 

学校名               高等学校        校長名             印  

 

所在地                             電話                  

 

顧問名                                 顧問連絡先電話                 

 

引率顧問                      

会場駐車場設営のために、どちらかに○をつけて下さい。 ( 引率時に、マイクロバス以上の車を、使用・使用しない) 

打順 選手名 ふりがな 学年 平均スコア 主将 

①  
     

②  
     

③  
     

④ 
     

⑤補欠 
     

◎ 6 月 9 日・公式練習ラウンド後「ゴルフ場 ⇔ 開会式会場のシャトルバス」   利用希望・利用しない 

※バス手配のため、事前調査にご協力下さい。 

◎ 宿泊予定施設名及び連絡先                                    

◎     月    日（  ）に大会参加費 ２０，０００円 を「学校名」で振り込みました。 

● 各学校の主将は、「主将」欄に○印をつけること。 

● 朝食は、事前準備情報のために、ご記入ください。 

● 締め切り５月 15 日(水)  １５：００まで（時間厳守） 

原本の公印のある申込書は、6 月 9 日(日)の顧問会議受付にて、提出すること。 

● FAX 送付先： 関東高等学校ゴルフ連盟       FAX  03-3221-9244   

           〒101-0061  東京都千代田区三崎町３－９－３ チヨダビル４F 

            TEL 03-3221-5814       Mail  info@kanto-kougoren.jp 

● 振込先： 三井住友銀行  熊谷支店（普）４１９５０８８ 

関東高等学校ゴルフ連盟大会口 緋田幸朗（アケダユキアキ） 

※ 振り込みは必ず学校名で振り込んでください。 

mailto:info@kanto-kougoren.jp


領収書・作成依頼書 

学校名・               

顧問名・               

具体的にご記入下さい 

 但し書き内容・日付等 金 額 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

提出締切 

6 月 11 日(月)・大会１日目フロントまで 
 

2019    関東高等学校ゴルフ連盟 


