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２０１９年九州女子学生ゴルフ連盟春季リーグ戦 競技規定
九州学生ゴルフ連盟

主催運営

九州学生ゴルフ連盟

後

かごしま空港３６カントリークラブ

援

開催期日

2019 年 5 月 22 日 ～5 月 23 日

開催場所

かごしま空港３６カントリークラブ
〒899-6302 鹿児島県霧島市横川町下ノ高松 1023
TEL 0995-72-1084 FAX 0995-72-1225
URL http://www.igrkc.com/

１． ゴルフ規則
日本ゴルフ協会規則、九州学生ゴルフ連盟及び日本学生ゴルフ連盟規約・競技規定およびこの競技
のローカルルールを適用する。

２． 競技プレーの条件
１日１８ホール・ストロークプレー

第１日目１８ホール、第２日目１８ホール、計３６ホールの

ストロークプレー
使用コース：OUT-IN

かごしま空港３６カントリークラブ空港コース

使用ティー：レギュラーティー（白）

6，510yards

Par72

使用グリーン：ベントグリーン
ローテンション及びスタート時間：スループレー
（2WAY）A リーグ

OUT-IN

B リーグ

IN-OUT

５月２２日午前 8 時 7 分～(OUT、IN 同時スタート

7 分間隔)

５月２３日午前 8 時 7 分～(OUT、IN 同時スタート

7 分間隔)

３．タイの決定
３６ホールを終え、順位の決定において同点の場合には、５番目の合計ストロークにより、さらに
同点の場合には、４，３，２，１番目の順に合計ストロークによって決める。

４．使用球の規格
「2019 年度ローカルルールと競技の条件

５．移

８．クラブと球」に準ずる。

動
「2019 年度ローカルルールと競技の条件

１３．移動」に準ずる。
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６．キャディー
正規の競技中における競技者のキャディー使用を一切禁止する。

７．ギャラリー
ギャラリーのコース立入りは認めます。但し、ラフ及びカート道路上のみとする。（厳守のこと）
①1 番・10 番のティーグランド及び 9 番・18 番のグリーン付近の応援は可とするが静粛にすること。
②ギャラリーの立入りの際には、九州学生ゴルフ連盟が定めた所定の用紙（ギャラリーコース立入
りに関する誓約書）に署名をし、目土袋及び着帽とし、選手と統一したユニフォームの着用を義
務とする。
③くれぐれも他のボール等に注意をはかること。万が一事故や怪我が生じた場合は、ゴルフ場およ
び当連盟では責任を負いかねます。
また、指定場所以外での喫煙は禁止とします。もし発覚した場合は選手同様のペナルティとする。

８．監督・コーチ
監督・コーチのコース立入りは、競技委員会の許可を得た者どちらか 1 名は可とする。アドバイス
についても可とする。但し、監督・コーチは事前に九州学生ゴルフ連盟の登録用紙に登録を済ませ
かつ春季リーグ戦のエントリーシートにおいて登録されていなければならない。
①競技会場では必ず競技委員の指示に従うこと。
②監督・コーチの立入りの際には、九州学生ゴルフ連盟が定めた所定の用紙（監督・コーチのコー
ス立入りに関する誓約書）に署名をする。
③着帽と選手と統一したユニフォームの着用を義務とする。
④万が一事故や怪我が生じた場合は、ゴルフ場および当連盟では責任を負いかねます。
⑤指定場所以外での喫煙は学生同様に禁止とします。
⑥競技会場における携帯電話の使用については、原則禁止といたします。
⑦監督、コーチ（チーム）に対してのカート及び備品等の貸出は一切行いません。
⑧監督、コーチ（大学関係含む）の立入りの際にはティーグラウンド内エリアには一切立ち入りを
禁止します。

９．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とする。

１０．賞
優勝：優勝杯 (持ち回り杯）・レプリカ（贈呈）

１１．参加資格大学
2019 年度九州学生ゴルフ連盟 A,B ブロック団体登録大学

１２．参加人数
選手登録は各校８名まで。各５名出場、上位４名のトータルスコアで順位を決定する。
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１３．取得権利
本大会の上位１校が、第 42 回全国大学女子ゴルフ対抗戦への出場権を得る

１４．参加申込み
団体戦参加申込書１枚（その１）、競技会参加申込書（その２）
、証明書、ゴルフ場利用税の非課税
利用申請書・利用者名簿を九州学生ゴルフ連盟に郵送する。
※団体正式名称、監督（代表者）・主将・主務の捺印が押されていない参加申込書は
エントリーを受け付けない。
※参加できなくなった場合は競技日前日までに文書にて九州学生ゴルフ連盟事務局に提出のこと。

１５．参加締切日
2019 年 5 月 9 日（木）

九州学生ゴルフ連盟事務局に必着のこと。

【提出書類】１) 九州学生ゴルフ連盟春季リーグ戦参加申込書（様式その１及びその２）
２) 証明書
３） ゴルフ場利用税の非課税利用申請書・利用者名簿
４）年間行動スケジュール表
※ 電話・ファクスでの申し込みは一切受け付けない。
１６．参加料金、参加申込書その他資料送付先
エントリーフィー：１大学 ２５，０００円（エントリーフィー振込締切日 ５月９日 木曜日）
＊ 九州学生ゴルフ連盟事務局締切日必着とし締切日以降の申込は理由の如何を問わず一切受け付けない
とする。
＊ エントリーフィーは振込明細書のコピーをエントリー用紙と共に九州学生ゴルフ連盟事務局に郵送の
こと
尚、締切日以降の取消については、エントリーフィーは一切返金しない。

振込先銀行名：福岡銀行 七隈支店
口座番号：普通 1500632
口座名義：九州学生ゴルフ連盟
参加申込書郵送先
〒812-0017
福岡市博多区美野島 2-11-15-102
九州学生ゴルフ連盟事務局 宛
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１７．「ゴルフ場利用税の非課税利用申請書・利用者名簿」手続き
九州学生ゴルフ連盟より配布した「ゴルフ場利用税の非課税利用申請書・利用者名簿」に記入し、申
請者署名欄に学校長の捺印の上提出のこと。
尚、提出してない大学はゴルフ場利用税の非課税利用申請書・利用者名簿を競技日当日に持参し九州
学生ゴルフ連盟受付に提出すること。
持参なき大学は非課税の対象とならないのでご留意下さい。（ビジター料金の適用となります）

１８．大会当日、指定練習日、プレーフィー
※大会当日 5 月 22 日、23 日の両日のプレー費は 4,500 円（非課税証明書取扱の場合）
※学連枠練習日 2019 年５月２１日（火）希望の大学は直接ゴルフ場に申し込んでください。
※希望大学のみの指定練習日とします。但し、登録選手以外は練習ラウンドを認められません。
※練習ラウンド費 1 プレー：4,500 円（非課税証明書取扱の場合）
※ラウンド前の練習ボールワンコイン（30 球）分を含む
九州学生ゴルフ連盟事務局に提出していない大学は非課税証明書免税申請書は必ず当日までにゴ
ルフ場フロントまで全資料を提出する。

１９．選手受付
選手は「九州学生ゴルフ連盟」受付にて氏名を確認した後、フロントにてチェックインをする。
２０．開 会 式
2019 年５月２２日 水曜日 午前６時５０分
スタート室前にて
開会式を行います。ユニフォーム及びブレザーを着用。選手全員出席のこと。
２１．表彰式・閉会式
2019 年５月２３日 木曜日 競技終了後、
スタート室前にて表彰式。閉会式を行います。
ユニフォーム及びブレザーを着用。選手全員出席のこと。
２２．ミーティング等
2019 年５月２２日 水曜日 開会式終了後にミーティングを開催します。
（開会式の際にミーティン
グの有無は連絡します）
・第 1 日目のエントリー用紙を提出願います。
・各大学の監督（もしくは代表者）
・主将・主務は必ず出席のこと。
・正当な理由なく欠席した大学は始末書の提出を要する。
※以後の大会期間中の情報伝達は、情報伝達ボードを設置して掲示する。
各大学にて責任を持って随時確認するようお願いします。
２３．精算方法
最終日一括で「かごしま空港３６カントリークラブ」フロントにて各大学毎に精算をしてください。
現金のみの支払いとなりますので、あらかじめ用意をお願いします。

２４．宿泊申込について：各大学で手配をして下さい
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２５．ア ピ ア（組み合わせ表提出時間）
５月２２日（水） 午前６時５０分（開会式出席にてアピアとします。組み合わせ表の提出をお願い
します。
）
第 1 組目スタート時間：午前８時７分
５月２３日（木） 午前６時５０分（フロント前学連本部に組み合わせ表の提出をお願いします。）
第 1 組スタート時間：午前８時７分
各選手はスタート時間の１０分前にティーグランドへ集合。
＊ルールブック（2019 年度版以降のものとし、大学名および所持者の氏名を記載のこと）
、埋土袋、
スコップ、グリーンフォーク無き者は即失格
＊アクセサリー及びそれに準ずる装飾品は一切禁止する
２６．練 習 場
１選手 30 球までとします。
（各自で確認すること）
練習ボール代はプレーフィーに含まれます。
２７．食

事
各自用意してください。

２８諸 注 意
①無断欠席した大学は団体戦の出場が１年間の出場停止処分となり、始末書の提出を要する。
②ルールブック（2019 年度版以降のものとし、大学名および所持者の氏名を記載のこと）
、埋土袋、
スコップ、グリーンフォーク無き者は即失格。
③ボールマーク及び埋土は徹底して修復する。
④不当の遅延プレーに関しては、2019 年度ローカルルールと協議の条件 9 項プレーのペース（規則
５．６）に準ずる。
⑤ゴルフ場敷地内での喫煙は禁止。競技中にコース内（クラブハウス内、茶店を含む）や
トイレの中で喫煙が発覚した場合、即失格とした上、３ヶ月の出場停止処分に課す。
⑥染髪に関しては、主将・主務が徹底的に指導すること。違反した場合は、規約に準じ対処する。
⑦ゴルフシューズは、ソフトスパイクのみ使用とする。
⑧プレー中は着帽（サンバイザーは不可）すること。
スタート時に帽子の無い者は、規約に準じ対処する。
⑨アクセサリー及びそれに準ずる装飾品は一切禁止する。
⑩短パンの着用は競技者及び応援者も一切禁止する。
⑪携帯電話のコース内持ち込みは一切禁止となります。
⑫レストラン内において飲食時の飲酒は一切禁止する。もし、競技期間中に発覚した場合、該当す
る競技者および監督・コーチを含むその大学を失格とし、始末書を提出する。
⑬上記およびその他注意事項を遵守しないものは、次回競技会を出場停止とする。
【連絡先】

参加申込書並びに大会に関する問い合わせは下記までお願いします。

九州学生ゴルフ連盟事務局担当
大会委員長

梶川

洋昭

（福岡大学）080-289-8989

大会競技委員長

堀田

圭悟

（福岡大学）080-6408-0246

大会担当役員

比田勝
黒肱

真一

（九州学生ゴルフ連盟常任理事）競技担当

敏彦（九州学生ゴルフ連盟理事）競技担当委員長
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