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第 9 回 新田カップジュニアゴルフ選手権 

 

開 催 日：令和元年 8 月 1 日(木) 
開 催 場 所：庄内ゴルフ倶楽部 

競 技 規 定 

1. ゴルフ規則 日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技のローカルルールを適用する。 

2. 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。 

3. プレーの条件 高校生・中学生・小学生4～6年生の部・小学生1～3年生の部  

各18ホールストロークプレー 

4. タイの決定 

 

高校、中学の部で1位にタイが生じた場合は、プレーオフを行う。 

その他のタイについては、マッチングスコアカード方式により決定する。 

インコースを計算対象とする。それでも決まらなかったら、18番よりのカウントバッ

クとする。 

5. 使用球の規格 

 

適合球リスト：「ローカルルールひな型G-3」を適用する。 

ストロークを行なう時に使用する球は、R＆Aが発行する最新の適合球リストに掲載さ

れているものでなければならない。このリストは定期的に更新されRandA.orgで閲覧

できる。 このローカルルールに違反して最新のリストに掲載されていない球でスト

ロークを行なったことに対する罰：失格 

6. 使用クラブの

規格 

 

適合ドライバーヘッドリスト：「ローカルルールひな型G-1」を適用する。 

プレーヤーがストロークを行なうために使うドライバーはR＆Aが発行する最新の適合 

ドライバーヘッドリストに掲載されているクラブヘッド(モデルとロフトで識別され

る)を持つものでなければならない。このリストは定期的に更新されRandA.orgで閲覧

できる。 

例外-1999年より前に製造されたクラブヘッドを持つドライバーはこのローカルルー

ルから免除される。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ったこと

に対する罰：失格。但し、小学生の部には適用しない。 

7. 競技種目及び

使用ﾃｨﾏｰｶｰ 

 

(1) 高校生男子の部      （黒色マーク） 

(2) 高校生女子の部      （青色マーク） 

(3) 中学生男子の部      （黒色マーク） 

(4) 中学生女子の部      （青色マーク） 

(5) 小学生4～6年生男子の部  （赤色マーク） 

(6) 小学生4～6年生女子の部   （赤色マーク） 

(7) 小学生1～3年生男子の部  （ピンクマーク） 

(8) 小学生1～3年生女子の部  （ピンクマーク） 

8. 移動 

 

正規のラウンド中、高校生の部・中学生の部は動力付の移動機器に乗車してはならな

い。但し委員会が認めた場合や、事後承認された場合は除く。 

このローカルルールの違反の罰：「ローカルルールひな型G-6」を適用する。 

9. キャディー 

 

正規のラウンド中、プレーヤーは委員会によって指定された者以外をキャディーとし

て使用してはならない。 

このローカルルール違反の罰：「ローカルルールひな型 H-1.2」を適用する。 

＊ 尚、プレー形式は共用のキャディーとなります。 

10. 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。 

11. 参加資格  

 

ジュニアで７歳から１８歳までの男女。 

（２００１年４月２日より２０１２年４月１日の間に誕生の者） 
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12. 参加申込み 所定の用紙にて、直接申込のこと。 ＦＡＸ:０２３４－５６－３３２３ 

13. 参加費 

 

５，０００円（プレー代･昼食･諸税含む） 

内訳 1）競技参加費２，０００円 2）プレー代３，０００円 

14. 賞 優勝・準優勝・３位（各クラス共） 

15. 注意事項 (１)プレーの進行には十分注意すること。    

(２)参加中の不測の事故などについて、主催者は責任をおいませんので、スポーツ傷

害保険等に加入して下さい。        

 (３)父兄に小学校選手のお手伝いをお願いすることがあります。 

その際は、ご協力お願いいたします。 
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ローカルルールと競技の条件 
 
標記競技は R&Aと USGAが承認したゴルフ規則(2019年 1月施行)と下記のローカルルールと競技の条件を適用

する。ローカルルールと競技の条件の修正や追加については各競技の競技規定やプレーヤーへの注意事項、お

よび各会場の公式掲示板で確認すること。下記に参照するローカルルールの全文については 2019年 1月発

効の「ゴルフ規則のオフィシャルガイド」を参照すること（www.jga.or.jp で閲覧可）。 

別途規定されている場合を除き、ローカルルールの違反の罰は一般の罰（ストロークプレーでは 2罰打）。 

 

ローカルルール 

1. アウトオブバウンズ（規則 18.2） 

アウトオブバウンズは白杭のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。 

2. ペナルティーエリア(規則 17)  

杭と線が併用されているペナルティーエリアの縁はその線の外側の縁となり、線自体はペナルティーエリア

内である。 

3. 異常なコース状態（動かせない障害物を含む）（規則 16） 

(a) 修理地  

(a) 青杭を立てた白線で囲まれた区域 

(b) レフェリーが異常な損傷とみなした地面 

(b) 動かせない障害物  

(1) 白線の区域と動かせない障害物がつなげられている場合、ひとつの異常なコース状態として扱われる。 

(2) Ｕ字排水溝はジェネラルエリアの一部として扱われ、ペナルティーエリアではない（例外：ペナル

ティーエリアとしてマーキングされている区域の中にあるＵ字排水溝）。 

(3) 人工の表面を持つ道路に隣接しているＵ字排水溝はその道路の一部として扱う。 

 (c)  地面にくい込んだ球 

規則 16.3は次のように修正される：バンカーの壁やヘリ（積芝の土の側面）にくい込んだ球について 

罰なしの救済は認められない。 

(d)  電気が流れる柵 

インバウンズで、電気が流れる柵から２クラブレングス以内の区域はプレー禁止区域であり、異常な 

コース状態として扱われる。 

規則 16.1fの基づき、そのプレー禁止区域による障害からの罰なしの救済を受けなければならない。 

4. クラブと球  

(a) 適合ドライバーヘッドリスト：「ローカルルールひな型 G-1」を適用する。 

このローカルルールに違反するクラブでストロークを行ったことに対する罰：失格 

(b) 適合球リスト：「ローカルルールひな型 G-3」を適用する。 

このローカルルールの違反の罰：失格 

注：適合クラブと球の更新されたリストは www.jga.or.jp あるいは www.randa.org で閲覧できる。 

5. プレーのペース（規則 5.6） 

プレーヤーは競技ごとに提示される「プレーのペースの方針」をプレー前に確認しておくこと。 

このプレーの方針は厳格に実施される。 

プレーのペースの方針の違反の罰 

バッドタイム 1回目 レフェリーからの口頭での警告 

（さらなるバッドタイムがあると罰を受けることを告げる）。 

バッドタイム 2回目   1打の罰       

バッドタイム 3回目  さらに 2罰打     

バッドタイム 4回目  失格        

6. プレーの中断（規則 5.7） 

次の信号がプレーの中断と再開に使われる： 

差し迫った危険のための即時中断－1回の長いサイレンとアナウンス 

危険な状況ではない中断－3回の連続する短いサイレンとアナウンス 

プレーの再開－2 回の連続する短いサイレンとアナウンス 
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注：危険な状況のためにプレーを即時中断する場合、すべての練習区域は委員会がプレーを再開するま

で閉鎖される。閉鎖された練習場で練習するプレーヤーには練習を止めるように勧告し、それでも練習

を止めない場合には失格となることがある。 

7. 練習（規則 5.2） 

(a) ストロークプレーのラウンド前、またはラウンドとラウンドの間 

ローカルルールひな型 I-1.2 を適用し、規則 5.2bは次の通り修正される： 

「ラウンド前やラウンドとラウンドの間に、プレーヤーは競技コースで練習してはならない。」規則 5.2

の違反の罰：規則 5.2の罰則規定を参照。 

例外：プレーヤーは競技日に練習用に用意されているコース内のすべての練習区域を練習のために使う

ことができる。 

(b) 終了したばかりのパッティンググリーン上やその近くで練習することを禁止する 

ローカルルールひな型 I-2を適用し、規則 5.5bは次の通り修正される： 

「2つのホールのプレーの間、プレーヤーは次のことをしてはならない： 

・ 終了したばかりのパッティンググリーンやその近くで練習ストロークを行う。または、 

・ 終了したばかりのパッティンググリーンの表面をこすったり、球を転がすことによってパッティン

ググリーン面をテストする。」 

8. 移動 

正規のラウンド中、高校生の部・中学生の部は動力付の移動機器に乗車してはならない。但し委員会が認め

た場合や、事後承認された場合は除く。 

このローカルルールの違反の罰：「ローカルルールひな型 G-6」を適用する。 

ホールとホールの間の乗車は、可とする。 

9. キャディー  

正規のラウンド中、プレーヤーは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してはならない。

このローカルルール違反の罰：「ローカルルールひな型 H-1.2」を適用する。 

・そのプレーヤーはそうしたキャディーに援助してもらったその各ホールに対して一般の罰を受ける。 

・違反がホールとホールの間で起きたり、ホールとホールの間まで続く場合、プレーヤーは次のホールで 

一般の罰を受ける。 

＊尚、プレー形式は共用のキャディーとなります。 

10. 練習（規則 5.2） 

(c) ストロークプレーのラウンド前、またはラウンドとラウンドの間 

ローカルルールひな型 I-1.2 を適用し、規則 5.2bは次の通り修正される： 

「ラウンド前やラウンドとラウンドの間に、プレーヤーは競技コースで練習してはならない。」規則 5.2

の違反の罰：規則 5.2の罰則規定を参照。 

例外：プレーヤーは競技日に練習用に用意されているコース内のすべての練習区域を練習のために使う

ことができる。 

(d) 終了したばかりのパッティンググリーン上やその近くで練習することを禁止する 

ローカルルールひな型 I-2を適用し、規則 5.5bは次の通り修正される： 

「2つのホールのプレーの間、プレーヤーは次のことをしてはならない： 

・ 終了したばかりのパッティンググリーンやその近くで練習ストロークを行う。または、 

・ 終了したばかりのパッティンググリーンの表面をこすったり、球を転がすことによってパッティン

ググリーン面をテストする。」 

11. 後方線上の救済を受けて、救済エリアの外からプレーした球（ローカルルールひな型 E-12） 

後方線上の救済を受ける場合、プレーヤーが関連する規則（規則 16.1ｃ(2)、17.1ｄ(2)、19.2ｂ、19.3ｂ）

が要求する救済エリア内に球をドロップしたが、その救済エリアの外に止まった球をプレーした場合、その

球をドロップしたときに最初に地面に触れた箇所から 1 クラブレングス以内にその球が止まっているのであ

れば、追加の罰はない。 
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競技の条件 

12. 参加資格 

プレーヤーは各競技の「競技の条件」で定められる参加資格の条件を満たしていなければならない。 

13. スコアカードの提出 

プレーヤーのスコアカードは、プレーヤーの両足が所定のスコアリングエリアから出た時点で委員会に提出

されたことになる。スコアカードを提出する前にスコアリングエリアを離れる必要のあるプレーヤーはスコ

アリングオフィシャルにその意思を告げなければならず、そしてすぐに戻らなければならない。 

14. 競技の結果－競技の終了 

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。 

 

カート乗車及び移動 

   ○高校生の部・中学生の部は、ゴルフバックはカートを使用しコース内は歩いてプレーすること。  

       ただしホール間の移動はカートに乗ることができる。  

    ○小学生の部は、カートを使用することができる。   
 

注意事項 

１． 競技条件又はローカルルールに追加、変更のあるときはスタート前に掲示して告示する。 

２． 練習グリーンは 2 箇所とする。アプローチの練習は禁止する。    

３． プレーの進行に注意すること。        

４． 競技はセルフプレーになる。        

５． コース内への携帯電話の持ち込みは禁止する。  

 

 

競技委員長 斎藤 勝元 


