平成30年度 主催競技大会競技方法および申込方法
第33回群馬県知事・議長杯

実施要項

５、予選は乗用カートセルフプレー。決勝（新玉村ゴルフ場）は乗用カートキャディー付プレーとする。

（兼：県オープンゴルフ選手権予選・決勝のみ国体強化指定候補選手選考）

[日程・会場]
日

程

会

場

申込開始日

第１回予選

３月28日(水)

新玉村ゴルフ場

３月 ７日(水)

第２回予選

４月19日(木)

前橋ゴルフ場

３月29日(木)

第３回予選

５月11日(金)

伊香保国際カンツリークラブ（榛名･赤城）

４月20日(金)

第４回予選(男･女)

６月 ５日(火)

新玉村ゴルフ場

５月14日(月)

決

６月27日(水)

新玉村ゴルフ場

勝

[部門・参加資格]
男子一般

中学３年生以上の連盟会員

男子シニア

昭和33年12月31日以前に誕生した連盟会員

女子一般

中学３年生以上の連盟会員

女子ミッド

平成５年12月31日以前に誕生した連盟会員

女子シニア

昭和43年12月31日以前に誕生した連盟会員

※女子ミッド部門が新設

[定

※予選通過後の部門変更はできません。

員]

[予選通過者]

第１回予選

男子一般120名・男子シニア60名

男子一般28名・男子シニア13名

第２回予選

男子一般120名・男子シニア60名

男子一般28名・男子シニア13名

第３回予選

男子一般120名・男子シニア60名

男子一般28名・男子シニア13名

男子一般116名・男子シニア24名

男子一般28名・男子シニア ５名

女子一般16名･ミッド16名･シニア16名

女子一般８名･ミッド８名･シニア８名

第４回予選

４、決勝大会において１位に同スコアの選手がいた場合は、サドンデス方式のプレーオフで順位決定
する。同スコアの順位決定は入賞順位まではマッチング・スコアカード方式とし、それ以下は同
順位とする。
６、群馬県オープンゴルフ選手権出場資格は、知事杯決勝一般上位70名とシニア上位30名とし、一
般70位、シニア30位が複数の場合はマッチング・スコアカード方式で決定する。
７、知事杯決勝及び県オープンゴルフ選手権の一般上位３名、議長杯決勝一般上位３名を来年の国体
強化指定候補選手とする。
（国体強化指定選手は、強化練習、次年度の国体選手選考会に参加できる。強化指定選手登録に
際しては、各種大会上位入賞者からなる候補選手から連盟国体委員会が独自に選抜し当該選手各
位に連絡する）
［表彰、入賞］知事杯一般10位、シニア５位。議長杯一般３位、ミッド３位、シニア３位までを
表彰する。
［シード］知事杯一般上位３名には次年度知事杯決勝・次年度県アマ決勝の出場権を与える。
知事杯シニア優勝者には次年度知事杯シニア決勝の出場権を与える。
議長杯一般優勝者には次年度議長杯決勝・次年度県女子アマ決勝の出場権を与える。
議長杯ミッド、シニア優勝者には次年度議長杯ミッド、シニア決勝の出場権を与える。

[申込方法]
１、申込書に必要事項を記入の上、連盟事務局に郵送かFAX、または直接持参での申し込みとする。
２、エントリーは申込書の到着順とする。
※申し込み開始日はFAXが混み合うため、通信エラーが考えられます。FAX送信後は申し込み確
認をお勧めします。
※組み合わせはおよそ大会日１週間前に全選手宛に郵送します。

[参 加 費]
予 選 一般 5,000円・中高校生 3,000円
決勝
5,000円
＊参加費は大会当日に徴収します。
＊締切日以後の取消しと競技欠席者は、参加費と同額のキャンセル料が必要となります。
＊支払いを怠った者は、１年間競技出場を認めない。

[指定練習日]
第１回予選

新玉村ゴルフ場

３月20日(火)・22日(木)

第２回予選

前橋ゴルフ場

４月 ４日(水)・ ５日(木)

第３回予選

伊香保国際カンツリークラブ

５月 ８日(火)・ ９日(水)

第４回予選

新玉村ゴルフ場

５月31日(木)・ ６月 １日(金)

決

新玉村ゴルフ場

６月21日(木)・22日(金)

勝

[競技方法]

2018群馬県オープンゴルフ選手権（第32回）
［日
［会
［定

程］ 平成30年８月５日（日）
場］ 新玉村ゴルフ場
員］ 163名（知事杯決勝一般上位70名、シニア上位30名、

［参加資格］

１、男子を知事杯（一般･シニア）、女子を議長杯（一般･ミッド･シニア）とする。
２、日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本大会特別競技規則で実施する。
３、予選は各会場とも18ホールストロークプレーとする。
予選通過カットラインに同スコアの選手がいた場合、マッチング・スコアカード方式で予選通過
者を決定する。また、１位がタイの場合、マッチング・スコアカード方式によりメダリストを決
める。

［参 加 費］
［そ の 他］

一般プロ42名、シニアプロ18名、推薦選手３名）
知事杯決勝一般上位70名 シニア上位30名
※組み合わせ作成以前にアマチュア選手に欠席者が出た場合は知事杯決勝順位で繰り上
げを行います。
また、組み合わせ作成後はプロ選手にて対応します。
15,000円
同大会一般上位３名を来年の国体強化指定候補選手とする。

第９回群馬県シニアゴルフ競技会実施要項
（兼日本スポーツマスターズ県予選）
男子シニア、ミッドシニア、グランドシニア、女子シニアの４部門で実施する。
男子シニア、ミッドシニ
ア、
女子シニア部門が日本スポーツマスターズ県予選を兼ね、
男子シニア、
ミッドシニア部門参加者全員
を合わせた成績上位３名と女子シニアの成績上位３名をマスターズ群馬県代表選手として派遣する。
男子シニア、ミッドシニア部門は同一の競技条件で競技を行うこととする。
なお、男子グランドシニア部門該当者の選手でマスターズ予選に参加を希望する選手は、ミッドシニ
ア部門に申し込むこととする。
（競技条件統一のため）
表彰は部門ごとに行い、
各部門上位３位までを表彰対象とする。

日本スポーツマスターズ2018（北海道）実施要項

[主

催] （財）日本体育協会 （財）日本ゴルフ協会

[日

程] 平成30年９月12日（水）～14日（金）の３日間
９月12日公式練習日／13日・14日競技２日間

[会

場] 男 子 ツキサップゴルフクラブ
女子

札幌芙蓉カントリー倶楽部

[参加人数] 男子３名 47都道府県 141名 監督は選手の代表が兼務する。
[日
[会
[定
[部

程]
場]
員]
門]

平成30年６月21日
（木）
伊香保国際カンツリークラブ
（榛名・赤城）
各部門合計 100名
男子シニア
（兼日本スポーツマスターズ県予選）
男子ミッドシニア
（兼日本スポーツマスターズ県予選）
男子グランドシニア
女子シニア
（兼日本スポーツマスターズ県予選）
※男子70歳以上で日本スポーツマスターズ県予選への出場希望者は、
ミッドシニア部門に申し込んでください。

[参加資格] 男子シニア
男子ミッドシニア
男子グランドシニア
女子シニア

昭和38年12月31日以前に誕生した連盟会員
昭和28年12月31日以前に誕生した連盟会員
昭和23年12月31日以前に誕生した連盟会員
昭和43年12月31日以前に誕生した連盟会員

[競技規則]
[競技方法]
[申込開始日]
[締 切 日]
[参 加 費]
[申込方法]

日本ゴルフ協会ゴルフ規則、および本大会特別競技規則による。
18ホールストロークプレー。男女上位３名を全国大会へ派遣。
５月21日
（月）
６月12日
（火）
5,000円（大会当日受け付けで徴収します）
申込書に必要事項を記入の上、FAXで申し込むこと。

[そ の 他]

エントリーは申込書の到着順とする。受付確認が必要な場合は電話で確認のこと。
組み合わせは各自に郵送する。
※第 73 回国民体育大会（福井大会）ゴルフ競技に選手として参加する者は、日本スポーツ
マスターズ本大会に選手として参加することはできません。
※日本スポーツマスターズ出場者は「J-sys」に登録し、
ＪＧＡハンディキャップの取得が必要
となります。

女子３名

47都道府県

141名

監督は選手の代表が兼務する。

[競技規則および競技方法]
１. 日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本大会競技ローカルルールを適用する。
２. チーム（都道府県）戦：各種別とも、各日18ホールのチームスコアは少ないストローク２人の合
計スコアとし、２日間36ホールの合計スコアで順位を決定。
３. 個人戦：各種別とも、２日間36ホール合計ストロークにより順位を決定。
４. 使用球の規格について
「公認球リストの条件・規則付Ⅰ(B)１b」を適用する。
５. 使用クラブの規定について
「適合ドライバーヘッドリストの条件・規則付Ⅰ(B)１a」を適用する。
６. 溝とパンチマークの規格
裁定４-１/１『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。

[参 加 料] １人 21,000円（県ゴルフ連盟負担）
交通費、宿泊費は連盟負担とし、グリーンフィーなど現地プレー代金、クラブハウスでの
飲食ほか購入代金等は自己負担とする。

群馬県ゴルフ連盟事務局
〒371-0844

前 橋 市 古 市 町１－５０－２１
上毛新聞社事業局内
TEL：027-254-4641 FAX：027-254-4731
ホ ーム ペ ー ジ
https://www.jomo-news.co.jp/gga/
（日程・結果規約等）
メールアドレス gga@raijin.com

