
関東高等学校・中学校ゴルフ連盟 

2022 年度 関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会、全国大会予選 

男女/団体の部  

 開催要項（競技規定） 

【 関係団体・大会役員 】 

・主 催 関東高等学校・中学校ゴルフ連盟・日刊スポーツ新聞社 

・主 管 関東高等学校・中学校ゴルフ連盟 

・後 援 栃木県大田原市、関東ゴルフ連盟、スポーツニッポン新聞社、報知新聞社 

・協 賛 住友ゴム工業(株)、ブリヂストンスポーツ、ヨネックス、アクシネットジャパン 

・協 力 那須野ヶ原カントリークラブ /男子会場、／ 千成ゴルフクラブ /女子会場 

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

     〒324-0025 栃木県大田原市大神 633   TEL.0287-28-1100    FAX.0287-28-2123 

・期 日 2022年６月 9日（木）、10日（金） (練習日 ６月 8日（水)・各校事前要予約） 

・大会役員 

大会名誉会長 高田   誠 （日刊スポーツ新聞社代表取締役社長） 

大 会 会長 長谷川 弘 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟会長） 

大 会 副会長 相馬 憲一    (栃木県大田原市 市長) 

平野 英俊     （日刊スポーツ新聞社統括本部長） 

斎藤  毅 （那須野ヶ原カントリークラブ支配人） 

平賀 弘文    （千成ゴルフクラブ支配人） 

大会 委員長 橋本 賢一 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟 理事長） 

大会副委員長 堀江 靖見 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟副理事長） 

三浦 尚稔 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟副理事長） 

小林 和仁 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟副理事長） 

赤羽 祐史   （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟理事） 

・大会実行委員会 

実行委員長 (男子) 堀江 靖見 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟理事）  

実行委員長 (女子) 三浦 尚稔 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟理事） 

実行委員  吉江 誠也 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟理事） 

   和田 昭二 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟理事） 

川原  智 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟理事） 

杉山 大祐   （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟理事） 

内山 尚夫 （関東高等学校・中学校ゴルフ連盟理事） 

篠田 雅司 （日刊スポーツ新聞社ビジネス開発部次長） 

吉池  彰 （日刊スポーツ新聞社ビジネス開発部） 

田村 太祐 （日刊スポーツ新聞社ビジネス開発部） 

大石 真由香   （スポーツニッポン新聞社事業部）   

競技委員長 (男子) 秋川 満       (女子) 熊澤 良一       (関東ゴルフ連盟) 

競技委員  (男子) 佐々木 巧       (女子) 大野 純子、中村和子  (関東ゴルフ連盟) 

 

 

 

tel:0287-23-1101


【 大会要項 】 

１，出場資格 ① 2022年度本連盟登録選手で、男子は、各地区大会で大会出場資格を得た学校   

        女子は、事前に発表された条件を満たした学校 

※ 関東高等学校・中学校ゴルフ連盟、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策に賛同し、 

申告書類を提出できること(別紙参照) 

２, 競技方法 

    団体の部       ① 選手登録 5 名まで登録可能。練習ラウンドは、補欠を含む 4 名がラウンド 

            ② 本戦は、4 名ラウンドで２日間の上位３名の合計ストロークにて順位を決定 

            ③ 最終日のみ、メンバーの入れ替えを認める。 

※１日目、各校ラウンド終了後、全校 30分以内にメンバー票提出 

 メンバー変更なしの場合も提出すること (各男女会場 大会本部まで)   

※順位の決定方法(同ストローク)については、後日発表予定の競技規則、組合せの際 

に告知する。 

※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。 

３．取得権利     団体の部 男子   校 ／ 女子  校 

※団体戦・個人戦の出場校及び人数は全国理事会で決定する。（５月最終週） 

４．使用グリーン男子   那須野ヶ原 CC A グリーン  ／ 女子   千成 GC B グリーン 

５．使用ティ 男子  青マーク     那須野ヶ原 CC          6747ヤード、パー72  

女子   赤マーク     千成 GC              6208 ヤード、パー72 

６．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。 

７．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。 

８．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。 

９．開会式  コロナ感染拡大防止のため感染拡大防止の観点より、実施しない。  

10．顧問会議 大会当日の顧問会議は、実施しないが事前に連盟 HPにて役割分担等確認。 

11．スタート  午前 6時 00分よりアピアー(受付)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（ハーフチェック・体調確認を行う） 

12．表彰  3.の取得権利を獲得した学校は、全国大会出場認定書 

賞杯、賞状を１～３位まで授与     男女各会場にて 

13．費用  エントリーフィ                 団体 20.000-円/1校    

プレー費（昼食代金、税込）           7.000-円/1 人 

※選手・顧問がゴルフ場にてかかった費用はすべて各校の精算となる。 

14．申込方法 ５月 9日(月) 連盟 HPより大会申し込み受付開始、申込用紙を印刷出力、記載内容を確認、

押印し、原則、地区大会終了後、速やかにFAX にて事務所に送付  (最終 5/30) 

公印のある「申込書原本」は大会当日、顧問受付に提出すること 

       「エントリーフィ」のみの支払い、6 月 1 日(水)までに下記口座に支払うこと。 

 問い合わせ： 関東高等学校・中学校ゴルフ連盟 TEL  046-897-7050 FAX 046-897-1380  

            〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南 1-39 コンフォート籠原南 303 

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。 



※大会エントリー費の「受領書」は、Web 参加申し込み、登録費入金確認後、各学校・個人登録者

は、連盟 HP よりログイン後、印刷出力できます。 

15．食事 

※昼食＝コースレストランで限定メニュー 

※引率顧問についても食事は選手同様とする。（ロッカーキー対応） 

※朝食は、事前予約(5月末)が必要   

※食事は、黙食を励行し、終了次第 テーブルを空けてクラブハウスから出る事。 

※ ギャラリーは、クラブハウス内立ち入り禁止とし、ハウス内レストラン使用も禁止とする。 

16．練習ラウンドについて   各校、地区予選が終了次第、ゴルフ場に予約すること。 

17. 医療機関   緊急時には、救急搬送で対応   

18．その他の注意事項 

・   今大会における新型コロナウィルス(CDVID-１９)感染対策について、 

別紙「関東高等学校・中学校ゴルフ連盟新型コロナウィルス感染症感染対策」を事前に熟読頂き、 

大会当日まで、準備対策に賛同頂く事が、今大会の参加資格となっております。 

・大会当日の受付時に「問診票の提出」「検温」「マスク着用」等の確認 

・学校単位・多数選手でのゴルフ場等への整列挨拶は、自粛して下さい。 

 

 (1)「競技規則」、「組み合わせ」は、随時決定次第、連盟 HP上に掲載する。 

(2)ユニフォームは、「日本高等学校・中学校ゴルフ連盟」ユニフォーム規定に準ずる。 

学校名の刺繍等の貼り付けが必要です。規即を事前に確認 

「2022 年 4 月 1 日付規約改定あり(本連盟 HP 参照)」 

(3)打撃練習場は大会会場内のものは、安全面より使用禁止とする。 

  ※近隣の練習場に早朝営業を依頼→ ゴールドヒルゴルフ場、大田原ゴルフ 

(4)ユニフォームを着用して来場すること。(指定練習日含む)ロッカー室の利用時間を短くするため(3 密対策) 

(5)貴重品は貴重品ロッカーで各自管理すること。 

(6)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対応する。

またその件の状況は、関東ゴルフ連盟(KGA)等の関係団体にも連絡、情報共有する。 

(7)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) スタート時に全球確認 

(8)各校顧問はギャラリー（保護者・コーチ等）に以下のことを周知徹底すること。 

Ⅰ．ギャラリーは、原則、クラブハウス・コース内への立ち入りは禁止とする。(感染拡大防止) 

  (9)各校顧問(１校・男女各１名の連盟登録顧問は、ＩＤカード（顧問受付にて配布）を必ず着用すること。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。    

(大会終了後、フロントの返却 BOX へ返却) 

(10)手引きカートの使用について 

    男女共に使用可とするが、各会場、指定された「手引きカート専用置場」に留め置く事  

※ 降雨、悪天候の場合、ゴルフ場の芝保護の観点より使用できない場合があります。 

 

 

 

 


