
 

令和元年度 関東高等学校ゴルフ選手権冬季大会・全国大会予選 

＜高校男子決勝の部・女子決勝の部＞ 

大 会 要 項  （大会競技規定） 

主  催  関東高等学校ゴルフ連盟・スポーツニッポン新聞社 
後  援  関東ゴルフ連盟・日刊スポーツ新聞社 

特別協賛  富士ホームサービス（株） 

協  賛  ブリヂストンスポーツ  住友ゴム株式会社 

日本カバヤ・オハヨーホールディングス(株) 

 

期  日  令和元年１２月２５日（水）～２６日（木） ［公式練習日：１２月２４日（火）］ 

会  場  一の宮カントリー倶楽部 男子：西コース，女子：東コース 

［ 〒299-4303 千葉県長生郡一宮町東浪見３１６６ ℡ 0475-42-3711 ］ 

 

出場資格  関東高等学校ゴルフ連盟出場規定を満たしている者で，１，２に該当する選手 

１ 予選大会通過者 

２ シード選手（全国シードを含む） 

1，令和元年度 関東高等学校ゴルフ選手権大会個人の部 10位タイまでの者 

2，令和元年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会個人の部 50位タイまでの者 

         

競技規則  日本ゴルフ協会競技規則および本競技のローカルルール 

競技方法  ２日間・３６ホール・ストロークプレー（男女とも） 

１２月２５日（水） １８ホール・ストロークプレー 

２６日（木） １８ホール・ストロークプレー 

※ 所定のホールを終了し、第 1位がタイの場合は委員会の指定するホールに 

おいてサドンデス方式のプレーオフにより優勝者を決定する 

使用コース 男子：西コース，女子：東コース 

使用ティ  男子：青マーク，女子：白マーク 

使用グリーン ベントグリーン  

 

使用ボール Ｒ＆Ａ発行の最新の公認球リストに記載されているものに限る 

表  彰  優勝～３位＝賞状・賞杯、４位～６位＝賞状、全国大会出場者＝出場証 

（全国大会出場順位の決定については、タイの場合は別紙条件による。 

 

取得権利 本大会の上位者は令和２年３月２５日（水）～２７日（金）富士スタジアムゴルフ倶楽部

（滋賀県）男子・南コース、女子・北コースにおいて開催される「文部科学大臣楯争奪令

和元年度（第４０回）全国高等学校ゴルフ選手権春季大会」への出場資格を得る 

クオリファイ数 男子；シード選手を除く上位３８名 

 女子；シード選手を除く上位３２名 

シード選手 男子 千葉 涼晴（日本ウェルネス） 亥飼  台  （日本ウェルネス） 

 女子 越田 泰羽（湘南学院）     六車 日那乃（麗澤）  

市村  杏（佐久長聖）        岩井 千怜  (埼玉栄) 

                  岩井 明愛 (埼玉栄)     

また，今大会の女子の部優勝者は来年度６月開催予定ニチレイレディスに、 

上位５名が主催者推薦選考会に派遣される。（予定） 



 

費  用 １）エントリー費 ５，０００円  

２）プレー費  ７，０００円 公式練習日を含めた１Ｒ 

     ※昼食代金，練習場代金込 

３） 引率顧問費用 １，３００円 

４） 朝食 費用   ６８０円 １人１食分（申込書に記入） 

上記料金はいずれも消費税込みの金額です。 

 

注意：予選通過選手及びシード選手は下記の口座へ、エントリー費を振り込んでください。 

尚、振り込む際には必ず学校名で振り込んでください。 

 

エントリー費振込先 

振込先 三井住友銀行 熊谷支店 普通預金 口座番号  

関東高等学校ゴルフ連盟 大会口 緋田幸朗 ４１９５０８８ 

 

申し込み   別紙参加申込書を関東高等学校ゴルフ連盟宛に 11月 28日（木）まで に FAXで申し込むこと。 

欠場する場合は、別紙欠場届を提出のこと（未提出の場合無断欠場とみなす）。  

           ※原簿（要校長印）を公式練習日に顧問受付に提出すること。 

 

注意 

コース利用に関わる費用については，すべてゴルフ場において精算することになります。 

指定練習ラウンド受付時にカードを受け取り，３日間のプレー終了後代金を支払うことになり

ます。引率顧問も練習ラウンド受付時カードを受け取り，それで食事をとり精算をして下さい。 

それに伴い，連盟は領収書の発行をしません。また，３日間カードを保管することになるので，

絶対になくさないこと。 

 

引  率 男子と女子が同一会場・同一日程で行われますが、原則として顧問が１人で男子と女子の引率

を兼ねることを禁止します。引率顧問も競技役員としての役割分担があるため、大会運営に支

障をきたします。また，運営等に必要なため，顧問の方は，必ずルールブックをご持参下さい。 

 

朝  食 選手及び顧問については、一の宮 CCにて朝食（バイキング方式）の準備をします。 

概数を把握したいので、朝食希望の欄に 〇印を入れて申し込んでください。 

 

移  動 移動については各自の責任となります。大会期間中、上総一宮駅との往復のクラブバスを順次

運行する。運行は３日間とも 6：00，7：20一宮館発上総一ノ宮駅経由。 

希望者，希望校は，大会参加申込書に記入してください。 

 

風  呂 風呂の利用は，原則最終日のみとします。ただし，タオル・バスタオルは各自用意。 

悪天候等の場合は，考慮し、掲示板掲示板にて連絡します。 

 



 

大 会 役 員 

 大会名誉会長 河野 俊史 （スポーツニッポン新聞社代表取締役社長） 

 名誉顧問  川﨑 陽子 （㈱一の宮カントリー倶楽部代表取締役社長） 

大会会長  加藤 慎也 （関東高等学校ゴルフ連盟会長） 

 大会副会長 竹政 幸雄 （東関東高等学校ゴルフ連盟会長） 

   渡邊 明男 （関信越高等学校ゴルフ連盟会長） 

   石原 正規 （埼玉高等学校ゴルフ連盟会長） 

   大渡 正士  (東京都高等学校ゴルフ連盟会長） 

   改田 晃  （神奈川高等学校ゴルフ連盟会長） 

   齋藤 篤  （静岡・山梨県高等学校ゴルフ連盟会長） 

 大会委員長 緋田 幸明 （関東高等学校ゴルフ連盟理事長） 

 大会副委員長 黒澤  昭 （関東高等学校ゴルフ連盟副理事長） 

   三浦 尚稔 （関東高等学校ゴルフ連盟副理事長） 

   堀江 靖見  （関東高等学校ゴルフ連盟専任理事） 

              田村 智雄 （スポーツニッポン新聞社事業本部長） 

 実行委員長 高橋 克司 （関東高等学校ゴルフ連盟専任理事 神奈川県理事長） 

   小林 和仁 （関東高等学校ゴルフ連盟専任理事 東関東理事長） 

 実行副委員長 重石 秀樹 （スポーツニッポン新聞社事業本部東京事業部長） 

   太田 陽介 （一の宮カントリー倶楽部副支配人） 

 実行委員          和田 昭二 （関東高等学校ゴルフ連盟理事）  

   長谷川 弘 （関東高等学校ゴルフ連盟理事） 

           吉江 誠也 （関東高等学校ゴルフ連盟理事） 

   赤羽 祐史 （関東高等学校ゴルフ連盟理事） 

   藤田 裕之 （関東高等学校ゴルフ連盟理事） 

   星川 信爾 （関東高等学校ゴルフ連盟理事） 

   望月 照夫 （関東高等学校ゴルフ連盟理事） 

   西郷 将  （関東高等学校ゴルフ連盟理事） 

   川原 智  （関東高等学校ゴルフ連盟理事） 

   佐坂 浩二 （関東高等学校ゴルフ連盟理事） 

   星川 洸輔 （関東高等学校ゴルフ連盟理事） 

   入江 正徳 （スポーツニッポン新聞社事業本部東京事業部次長） 

   吉池  彰 （日刊スポーツ新聞社広告事業部参事） 

   塙  健二 （関東高等学校ゴルフ連盟顧問） 

   坂入 茂樹 （関東高等学校ゴルフ永年理事） 

主管地区     男子：神奈川，       女子：東関東 

  

競技委員長    男子 秋川満、熊澤良一   女子 岩田淳子、窪田千秋      

（関東ゴルフ連盟ジュニア委員会） 



 

＜一般注意事項＞ 

１．服装については、日本高等学校ゴルフ連盟ユニフォーム規定による。守れない場合は，大会参加を認め

ない。（今大会に限り，ネックウォーマー等の使用を許可する。） またプレー中は着帽のこと。 アウ

ター以外のポロシャツなどの裾はズボンの中に必ず入れること。 

２．頭髪にパーマネント等を施している者、長髪の者、茶色に染めている者等は参加できない。 

ピアス、ブレスレット等の装飾品等は身につけないこと。守れない場合は、厳罰を下し、大会参加を認

めないこともある。 

３．携帯電話はコース内、クラブハウス内では使用しないこと。 

４．大会参加に当たり、移動中も制服着用するなど、学生らしい行動をし、一般の方々の迷惑にならないよ

う十分注意すること。特に、キャディバッグや荷物等、車中や駅構内で一般の方々の邪魔にならないよ

う気をつけること。違反の場合は、大会出場停止の場合もある。 

５．試合会場・クラブハウス内で大声を出したり、他人に迷惑をかけたりするようなことのないよう、常に

ゴルファーとしてのエチケット、マナーを守ること。 

特に、挨拶、返事は学生らしく毅然とした態度で行うこと。 

６．ルールブック・競技規則・目土袋・グリーンフォークはラウンド中必ず携行のこと。スタート時点で不

所持の場合はスタートさせない。ラウンド中に不所持の場合は、指導する。改善されない場合は、失格

とすることもある。 

７．失格などの委員会の決定については、抗議その他のクレームは一切認めない。 

８．インフルエンザ等の感染症の疑いがあり、感染拡大のおそれがあると判断される場合は、学校長の許可

があっても実行委員会の判断により出場を認めないこともある。 

９．大会当日、病気その他の理由で出場できない場合は、必ず電話で連絡すること。 

無断欠場した場合は、以後の大会への出場を認めない。 

  事前の電話連絡は、関東高等学校ゴルフ連盟まで。 

  大会当日は大会本部（一の宮カントリー倶楽部）に連絡すること。 

10．公式練習日は、１２月２４日（火）である。 

スタート時間の１時間前までにはユニフォームに着替え受付をすませること。 

顧問で，役割分担の責任者に当たっている先生は，１２／２４ ６時３０分に集合のこと。 

それ以外は，役割分担表の指定された時刻前に本部に来ること 

また，１２月２４日１６：３０（予定）に顧問会議を行うので全員参加のこと 

11．公式練習終了後、開会式を行う。全員参加のこと。（場所・日程は会場で指示） 

式は制服またはユニフォーム着用 

12．大会全日程終了後、表彰式を行う。表彰選手・全国大会出場決定選手は、必ず参加のこと。 

13．大会期間中の告知は、掲示板に掲示する。選手・顧問は毎日確認すること。 

14． 練習場奥の民家への打ち込み防止のため，指定練習場はアイアンのみで１７０ヤードを超えるクラブ

の使用を禁止する。ドライバー等の練習は近隣のゴルフ練習場で行うこと。 

15.ウォーミングアップは駐車場以外の指定された安全な場所で行うこと 

＜スタート時間＞ 

原則公式練習日は地区ごとに設定する。クラブハウスに到着したら、速やかにアピアを済ませること。 

スタート時間に遅れた選手は、練習日であれば、練習ラウンドをさせない措置、競技日であれば、ルールに

従う措置を行う。 

＜タイムチェック・スロープレー＞ 

本大会はラウンド中のタイムチェックを行う。選手は決められた時間内にラウンドすること。 

スロープレーに対しては規定によりペナルティを課すことがある。 



 

 

＜ギャラリーの皆様へ＞ 

１． ご来場の際は、ゴルフ場にふさわしい服装（ブレザー、ジャケットの着用）でお願いいたします。 

２． 毎日記名し入場してください。受付時にお渡しするリボンを見えるところにつけてください。       

（リボンのない方の観戦及びレストランの利用はできません。） 

３．ギャラリーおよび保護者は、東、西各コース１番、９番のティグランド付近、東コース 10番、及び東、

西各コース 18番ホールグリーン付近（いずれもコース外）以外はコース付近への立ち入りは一切禁止い

たします。（西コース９番ホール付近は、大会運営の都合上、立ち入り禁止とさせていただきます。） 

４．食堂利用は、朝食は８：００以降、昼食は１３：００以降の時間となります。但し、選手優先とし、混

み合ってきた場合は、席を譲っていただくことがあります。また、長時間の滞在はご遠慮ください。 

５．携帯電話の使用は駐車場のみとします。クラブハウス内及びコース付近では、電源を切るかマナーモー

ドにしてください。 

 

 

参考資料 

大会ヤーデージ 

HOLE 

NO． 

西（高男） 

青マーク 

東（高女） 

白マーク 

1 416 ４ 333 ４ 

2 524 ５ 530 ５ 

3 399 ４ 153 ３ 

4 178 ３ 400 ４ 

5 380 ４ 376 ４ 

6 173 ３ 151 ３ 

7 331 ４ 378 ４ 

8 493 ５ 351 ４ 

9 368 ４ 408 ４ 

ＯＵＴ計 ３２６２ ３６ ３０８０ ３５ 

10 337 ４ 495 ５ 

11 339 ４ 124 ３ 

12 404 ４ 370 ４ 

13 155 ３ 389 ４ 

14 451 ４ 543 ５ 

15 406 ４ 334 ４ 

16 175 ３ 400 ４ 

17 392 ４ 162 ３ 

18 600 ５ 332 ４ 

ＩＮ計 ３２５９ ３５ ３１４９ ３６ 

TOTAL ６５２１ ７１ ６２２９ ７１ 

 


