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2023 年 ゴルフ振興基金助成事業 

第34回三重県ジュニアゴルフ選手権競技 

兼 国民体育大会 少年男子代表候補者選考競技会 競技規定 

 コロナ感染症により変更となる場合があります。  

 

主 催 三重県ゴルフ連盟 

後 援 三重県、三重県高等学校・中学校ゴルフ連盟 中日新聞社(株) 三重テレビ放送(株) 

協 賛 ㈱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㈱ 

日 時 2023 年5 月6 日(土) 

場 所 名張カントリークラブ 

〒518-0613 三重県名張市上小波田１３９３  ℡. 0595-65-1111 

競 技 部 門 (1) 男子 中学3 年生～高校3 年生の部 

(2) 女子 中学3 年生～高校3 年生の部 

(3) 男子 中学1・2 年生の部 

(4) 女子 中学1・2 年生の部 

(5) 男子 小学生の部 

(6) 女子 小学生の部 

競 技 方 法 18 ホールストロークプレー 

参 加 資 格 三重県ゴルフ連盟ジュニア会員登録者で平均スコア120 以下の者。 

(競技申込と会員登録申込が同時であっても可) 

注： 主催者は、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。 

代表候補者選考 国民体育大会「少年男子」の候補者は、中学3 年生～高校3 年生の部で、上位3 位(タイを含

む)までの者とする。 

申込締切日 4月12日(水)17 時までに必着のこと。 

申 込 方 法 希望者は、申込書に必要事項を記入の上、連盟事務局へ申し込むこと。 

＜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 

費 用 指定練習日及び競技当日とも、8,000円(プレー費、昼食費、消費税、振興基金込み)。  

ゴルフ場にて各自で支払うこと。 

指定練習日 5月3日(水)・5月4日(木)の 2 日間とし、前もって会場倶楽部に申し込み予約すること。2

名での予約申込者は、他の申込者と一緒に組み合わせて練習ラウンドすることがある。なお、

指定練習時間枠以外の予約については通常料金となる。また、小学生の部については、保護者         
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 等のカート運転は認めるが、同伴プレーは認めないものとする。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 男女の中学3 年生～高校3 年生の部において、1 位がタイの場合は、即日競技委員会の指定す

るホールにおいて、ホールバイホールによるプレーオフを行い、優勝者を決定する。2 位以下

の順位でタイの場合は、マッチング・スコアカードにより決定する。 

男女の中学1・2 年生の部と小学生の部は、マッチング・スコアカードにより順位を決定する。

(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) 46 インチの長さを超えるクラブを使ってはならない。（ローカルルールひな型 G-10） 

「ストロークを行うとき、プレーヤーはパターを除き 46 インチの長さを超えるクラブ

を使ってはならない。 

このローカルルールに違反したクラブでストロークを行なったことに対する罰：失格。 

※ 小学生の部は除く 

※ 長さの仕様に適合しないクラブでストロークを行なっていないのであれば、このロ

ーカルルールに基づく罰はない。 

(2) 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。 

＊「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。 

(3) 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。 
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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、競技者のキャディーの使用は禁止する。 

(ローカルルールのひな型H1.1 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 男子 中学3 年生～高校3 年生の部 メダル 優勝～3 位 

女子 中学3 年生～高校3 年生の部 メダル 優勝～3 位 

男子 中学1・2 年生の部 メダル 優勝～3 位 

女子 中学1・2 年生の部 メダル 優勝～3 位 

男子 小学生の部 メダル 優勝～3 位 

女子 小学生の部 メダル 優勝～3 位 

上記のほか、全員に参加賞 

付 記  (1) 本競技の男子中学3 年生～高校3 年生の部の優勝者は、翌年度の三重県オープンゴルフ

 選手権競技・本戦への出場資格が与えられる。 

(2) 本競技の男子中学 3 年生～高校 3 年生の部は国民体育大会少年男子の代表候補者選考

競技会とし、選考は別紙のとおりとする。 
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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（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 


