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２０２１年(第１５回) 

三重県女子オープンゴルフ選手権競技 

兼 国民体育大会 日本スポーツマスターズ三重大会 競技規定 

 

主 催 三重県ゴルフ連盟 

後 援 中部ゴルフ連盟、三重県ゴルフ練習場連盟、中部ゴルフ練習場連盟 

協 賛 (株)ダンロップスポーツマーケティング、ブリヂストンスポーツセールスジャパン(株) 

日 時 ２０２１年５月１４日(金) 

場 所 三重カンツリークラブ 

〒510-1251 三重県三重郡菰野町大字千草 7190  TEL：059-392-3161 

募 集 人 員 １２０名 

競 技 方 法 １８ホールストロークプレー 

競 技 部 門 (１) 総合優勝 (プロの部、一般の部の全員) 

(２) 一般の部 ※ 国民体育大会「女子」参考競技を含む 

(３) シニアの部 (昭和４６年１２月３１日以前に生まれた者) ※ 日本スポーツマスターズを含む 

参 加 資 格 次のいずれかに該当する女子。 

(１) 三重県ゴルフ連盟加盟倶楽部所属の女子プロまたは女子研修生 

(２) 中部ゴルフ連盟加盟倶楽部所属の女子プロまたは女子研修生 

(３) 中部女子プロゴルフ会登録プロ 

(４) 三重県ゴルフ練習場連盟加盟練習場所属の女子プロまたは女子研修生 

(５) 中部ゴルフ練習場連盟加盟練習場所属の女子プロまたは女子研修生 

(６) 女子アマチュアゴルファーで、三重県ゴルフ連盟または、中部ゴルフ連盟の加盟倶楽部会

員並びに三重県ゴルフ練習場連盟または、中部ゴルフ練習場連盟公認で、JGA/USGA ハン

ディキャップインデックスまたはハンディキャップ取得者 

(７) 三重県ゴルフ連盟ジュニア会員登録者 

(８) 三重県学生ゴルフ連盟登録者 

(９)  三重県ゴルフ連盟加盟倶楽部会員以外の者で下記「選考競技会資格」の条件を満たしてい

れば各選考会に参加できる。 

(10) 上記(７)(８)(９)に該当する人は、概ねグロス９０以内でラウンドできる技量を有すること。 

(11) 一般の部は、ハンディキャップインデックスおよびハンディキャップ１６．４までの者。 

(12) シニアの部は、ハンディキャップインデックスおよびハンディキャップ１６．４までの者

で、昭和４６年１２月３１日以前に誕生した者 

(13) 国民体育大会「女子」選手参加希望者による選考の参考競技および日本スポーツマスター

ズの選手参加希望者による選考競技会は、下記「選考競技会資格」の資格を有すること。 

選考競技会資格 (ａ) 国民体育大会「女子」参考競技の部 

・NEW J-sysに登録し、グリッドナンバーを取得している者。 

・三重県に居住地を示す現住所及び勤務地の者。 

・中学３年生を含む平成１９年４月１日以前に生まれた者。 

・その他、国民体育大会実施要項総則による。 

・選考は、別紙のとおりとする。 

・国民体育大会は、９月２６日～２７日 三重県で開催。 

(ｂ) 日本スポーツマスターズ代表選手選考の部 

・NEW J-sysに登録し、グリッドナンバーを取得している者。 
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・日本在住者とし、三重県に居住地を示す現住所及び勤務地の者。 

・昭和４６年１２月３１日以前に生まれた者。 

・その他、日本スポーツマスターズ大会実施要項総則による。 

・本選考会で上位３名を選出する。 

・日本スポーツマスターズは、９月８日～１０日 岡山県で開催。 

注) 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競技者の参加資格を

取り消すことができる。 

申込締切日 ４月１５日(木)17時までに必着のこととするが、それ以前でも定員になり次第締め切る。(締切

り後の申込は受理しない)締切りはホームページでも発表します。 

申 込 方 法 (１) 連盟加盟倶楽部の方 

参加希望者は、所属倶楽部に参加料を添えて申し込むこと。 

各倶楽部は、参加希望者を取りまとめ、所定の用紙に記入のうえ、締切日(それ以前でも定員に

なり次第締め切る)までに「三重県ゴルフ連盟」宛へ申し込むとともに参加料を振込むこと。 

(２) 連盟加盟倶楽部以外の方 

参加希望者は、「三重県ゴルフ連盟」へ申込書を送付するとともに参加料を振り込むこと。 

(３) 練習場連盟は(１)に準ずる。 

注１) 参加申込受付は、参加料の入金が確認できた時点とする。 

注２) 締切日までに参加料の入金が確認されない時は、参加を取り消したものとみなす。 

注３) プロは個人番号を記入し、郵送で申し込むこと。 

＜振込先＞ 振込口座名  三重県女子オープン 会長 谷川憲三
たにかわけんぞう

 

振 込 銀 行  百五銀行  本店営業部 

口 座 番 号  普通預金  NO.１１０８４２５ 

＜住 所＞ 〒５１４－００３５ 津市西丸之内２１－１９ 丸之内ジャスティスビル４Ｆ 

三重県ゴルフ連盟 

ＴＥＬ：０５９－２２８－５６１６ ／ ＦＡＸ：０５９－２２５－２８８５ 

競技参加料 アマ： ３，０００円 

プロ： ８，０００円 

注) 締切後の参加取り消しの場合、参加料は返金しない。 

 締切前の参加取り消しによる参加料の返金の場合、振込手数料は個人負担とする。 

プ レ ー 代 指定練習日及び競技当日とも、会員並みの待遇が受けられる。 

指定練習日 ５月１１日(火)・１２日(水)・１３日(木)とし、１人２日間までとする。前もって会場倶楽部に

申し込み予約すること。ネット予約は不可。 

競 技 規 則 日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び本競技のローカルルールを適用する。 

競技委員会の裁定 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。 

タイの決定 (１) 総合の部 １位がタイの場合は、即日、競技委員会が指定するホールにおいて、ホール

バイホールによるプレーオフにて優勝者を決定する。２位以下タイの場合は、

マッチング・スコアカードにより決定する。 

(２) 一般の部 順位はマッチング・スコアカードにより決定する。(競技会 5A(6)参照) 

(３) シニアの部 順位はマッチング・スコアカードにより決定する。(競技会 5A(6)参照) 

注１) マッチング・スコアカードの方法は、１０番～１８番の９ホールの合計スコア、１３番

～１８番の６ホールの合計スコア、１６番～１８番の３ホールの合計スコア、１８番ホ

ールのスコアに基づいて決定する。 

それでもタイの場合、４番～９番ホールの６ホールの合計スコア、７番～９番ホールの

３ホール、そして９番ホールのスコアに基づいて決定する。 

注２) マッチング・スコアカードで順位が決定しない場合は、１８番ホールからのカウント 
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バックにより決定する。(委員会決定) 

使用球の規格 競技者の使用球は、R&Aルールズリミテッド(USGA版)発行の最新の公認球リストに載っている

ものでなければならない。(ローカルルールのひな型 G-3参照) 

使用クラブの規格 (１) 適合ドライバーヘッドリスト(ローカルルールのひな型 G-1参照) 

競技者が持ち運ぶドライバーは、R&Aによって発行される最新の適合ドライバーヘッドリ

スト(モデルとロフトで識別される)上に掲載されているクラブヘッドを持つものでなけ

ればならない。 

例外： １９９８年１２月３１日以前に製造されたクラブヘッドを持つドライバーはこの

条件から免除される。 

(２) 溝とパンチマークの規格(ローカルルールのひな型 G-2参照) 

「２０１０年１月１日施行の溝とパンチマークの仕様とその競技の条件」を適用する。 

注) 「最新の公認球リスト」および「最新の適合ドライバーヘッドリスト」は JGAホームペー

ジ(www.jga.or.jp)で確認することができる。ただし、公認球は月１回・適合ドライバー

ヘッドリストは週１回更新されるので注意のこと。 

キャディー 正規のラウンド中、競技者が委員会によって指定された者以外をキャディーとして使用するこ

とを禁止する。(ローカルルールのひな型 H1.2参照) 

競技終了時点 本競技は、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。 

表 彰 (１) 総合優勝 レプリカ、３位まで（プロは優勝賞金３０万円） 

(２) 一般の部 レプリカ、副賞 ３位まで 

(３) シニアの部 レプリカ、副賞 ３位まで 

注 意 事 項 ゴルフバッグは口径９.５インチ、重量は１３キロを超えないこと。 

付 記 本競技の一般の部上位１０名は翌年度の中部女子アマチュアゴルフ選手権競技の出場資格が与えられる。 

 

個人情報・肖像権に関する同意内容 

本選手権競技参加申込により、当連盟が取得する個人情報及び肖像権は、次の目的のみに利用することに予

め同意・承諾することをようする。 

(１) 本選手権の参加資格の審査。 

(２) 本選手権の開催および運営に関する業務。 

これには、選手権の開催に際し、選手権関係者(報道関係者を含む)に対する参加者の氏名、生年月日、

所属(所属倶楽部、所属団体、学生の場合学校および学年)、ならびに選手権の競技結果の公表。 

(３) 本選手権における競技結果の記録の保存、並びに選手権終了後において必要に応じ、そのうち上記(２)

記載の適宜の方法による公表。 

(４) 本選手権競技(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、広報(HP等)のための公表。 

服装規定 

(１) ハウスへの来場・退場時・表彰式 

○ 必ず上着を着用すること。(スーツ・ブレザーなど)［７・８月は除く］ 

○ 服装はジャンパー・ブルゾン・ジーンズ・カーゴタイプ・スエット・ジャージ・スリッパ・サンダル履き・

つっかけは禁止。 

(２) プレー時 

○ 安全上・健康上・必ず着帽(ひさし付)すること。(クラブハウス内では脱帽) 

○ 襟付きスポーツシャツまたはタートルネックを着用のこと。(Ｔシャツ等に類似した襟の無いもの・小さ

いものは不可)男性の裾出しは禁止。 

○ 短パン時のハイソックス着用は会場倶楽部の規定に従うこと。 

○ ゴルフシューズは会場倶楽部の規定に従うこと。 

○ タオルを首に巻く・肩に掛ける・腰に下げるはしない。タオルはカートに入れるか・バッグに掛けること。 

その他、会場倶楽部の規定に従うこと。 

以上  
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２０２１年 

「第１５回三重県女子オープンゴルフ選手権競技」 

表彰(賞品・賞金) 

 

１．総合優勝 優勝 レプリカ 

 

２．アマチュア 

 一般の部 優勝 レプリカ 副賞 

第２位以下３位までレプリカ 副賞 

第４位以下は出場人数による。 

 シニアの部 優勝 レプリカ 副賞 

第２位以下３位までレプリカ 副賞 

第４位以下は出場人数による。 

   

３．プロフェッショナルの部 

(１) 賞金総額１,２００,０００円が、プロフェッショナルに対して配布される。 

賞金順位の内、アマチュアが取得順位に当たった場合は、次位のプロフェッショナルに振り当

てられる。従って、賞金順位を交替する。 

(２) 賞金 

順位 賞金(円) 
 

順位 賞金(円) 

優勝 300,000 
 

１１位 22,000 

２位 150,000 
 

１２位 20,000 

３位 90,000 
 

１３位 18,000 

４位 60,000 
 

１４位 16,000 

５位 48,000 
 

１５位 15,000 

６位 42,000 
 

１６位 14,000 

７位 36,000 
 

１７位 13,000 

８位 30,000 
 

１８位 12,000 

９位 27,000 
 

１９位 11,000 

１０位 24,000 
 

２０位 10,000 
   

21～25位 8,000 
   

26～30位 7,000 
   

31～40位 6,000 

 


