平成 29 年 4 月 1 日

競

技

規

定

越後ゴルフ倶楽部の倶楽部競技に関する総ての事項は競技委員会（以下委員会という）が決定する。委員会は倶楽部の
「支配人」
、
「キャディマスター」
、
「競技委員会が指名する人」を委員に指名する。
競技の条件
1. ゴルフ規則
日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び越後ゴルフ倶楽部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. 使用球の規格
「公認球リストの条件・規則付Ⅰ(c)1b」
4. 競技終了時点
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。
5. ホールとホールの間での練習禁止（規則７－２ 注２）
「規則付規則付Ⅰ(c)5b」
6. プレーの中断と再開
１） 通常のプレーの中断（落雷など危険を伴わない気象条件）については、規則６－８b、c、d にしたがって処置する
こと。
２） 険悪な気象状況にあるため、委員会の決定によりプレー中断となった場合に、同じ組の競技者全員がホールとホール
の間にいたときは、各競技者は委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。1 ホールのプ
レーの途中であったときは、各競技者はすぐにプレーを中断しなければならず、そのあと、委員会よりプレー再開の
指示が出るまでプレーを再開してはならない。競技者がすぐにプレーを中断しなかったときは、ゴルフ規則 33-7
に決められているような、罰を免除する正当な事情がなければ、そのプレーヤーは競技失格とする。この条件の違反
の罰は、競技失格とする。
（規則６-８b 注）
３） プレーの中断と再開の合図について
通常のプレーの中断
短いサイレン(繰り返し)
険悪な気象条件プレーの中断
1 回の長いサイレンをならして通報する。
プレーの再開
1 回の長いサイレンで通報する。
または、競技委員を通じて競技者に連絡する。
7. 競技参加資格
本倶楽部の会員で、倶楽部のハンディキャップ所有者とする。本倶楽部ハンディキャップ未取得者は、委員会が認めた場
合に限り競技には、参加できるが入賞資格はない。
（但し、オープン競技は別に定める。
）
競技形式
各競技における定員、競技方法、複数日数競技の予選通過ライン、タイの決定方法、参加資格、使用ティ、賞、を下記に
定める。
倶楽部選手権（定員４０名以内）
競技方法
スクラッチ競技（２日間競技）
予 選
27Ｈをプレーし、上位８名を予選通過とする。ただし、タイの場合はマッチング・スコアカード方式で決定する。マ
ッチング・スコアカード方式でも決定しない場合は、カウントバック方式とする。
決 勝
27Ｈをプレーし、通算 54Ｈのトータルスコアーにて順位を決定する。
タイの決定
通算 54Ｈのスコアで首位がタイの場合は、委員会が指定したホールにおいてサドンデスによるプレーオフで決定す
る。以下タイの場合はマッチング・スコアカード方式で決定する。マッチング・スコアカード方式でも決定しない
場合は、カウントバック方式とする。
参加資格
越後ゴルフ倶楽部ハンディキャップ１５以上の取得者とする。競技開催月の３カ月以内のスコアカードを提出されて
いない人は、予選競技には参加できるが、決勝進出資格は無いものとする。
使用ティ
男性 黒マークティ
女性 青マークティ
賞
１～３位 予選通過者８名

理事長杯（定員 40 名以内）
競技方法
アンダーハンディキャップ競技（２日間競技）
予 選
１８Ｈをプレーし、ネットの上位８名を予選通過とする。ただし、タイの場合は、ハンディキャップ順とし、以下タ
イの場合は、グロスによるマッチング・スコアカード方式で決定する。マッチング・スコアカード方式でも決定しな
い場合は、カウントバック方式とする。
決 勝
１８Ｈをプレーし、通算３６Ｈのネットスコアで順位を決定する。
タイの決定
首位がタイの場合は、ハンディキャップ順とする。以下タイの場合は、グロスによるマッチング・スコアカード方式
で順位を決定する。マッチング・スコアカード方式でも決定しない場合は、カウントバック方式とする。
参加資格
越後ゴルフ倶楽部ハンディキャップ２０以上の取得者とする。競技開催月の３カ月以内のスコアカードを提出されて
いない人は、予選競技には参加できるが、決勝進出資格は無きものとする。
使用ティ
男性 青マークティ
女性 黄緑マークティ
賞
１～３位
ベストグロス、予選通過者８名
シニア選手権（定員４０名以内）
競技方法
スクラッチ競技（２日間競技）
予 選
１８Ｈをプレーし、上位８名を予選通過とする。ただし、タイの場合はマッチング・スコアカード方式で決定する。
マッチング・スコアカード方式でも決定しない場合は、カウントバック方式とする。
決 勝
１８Ｈをプレーし、通算３６ホールのトータルスコアーにて順位を決定する。
タイの決定
通算３６Ｈのスコアで首位がタイの場合は、委員会が指定したホールにおいてサドンデスによるプレーオフで決定す
る。以下タイの場合はマッチング・スコアカード方式で決定する。マッチング・スコアカード方式でも決定しない場
合は、カウントバック方式とする。
参加資格
本年１２月末に満５４歳に達する者とし、越後ゴルフ倶楽部ハンディキャップ２４以上の取得者とする。競技開催月
の３カ月以内のスコアカードを提出されていない人は、競技には参加できるが、決勝進出資格は無いものとする。
使用ティ
男性 青マークティ
女性 黄緑マークティ
賞
１～３位 予選通過者８名
グランドシニア選手権（定員３０名以内）
競技方法
１８Ｈストロークプレー スクラッチ競技 ＨＤ戦
タイの決定
通算１８Ｈのスコアで首位がタイの場合は、委員会が指定したホールにおいてサドンデスによるプレーオフで決定す
る。以下タイの場合はマッチング・スコアカード方式で決定する。マッチング・スコアカード方式でも決定しない場
合は、カウントバック方式とする。
参加資格
本年１２月末に満７０歳に達する者とし、越後ゴルフ倶楽部ハンディキャップ取得者とする。競技開催月の３カ月以
内のスコアカードを提出されていない人は、競技には参加できるが、入賞資格は無いものとする。
使用ティ
男性 ゴールドマークティ
女性 ピンクマークティ
賞
１～３位

ＨＤ戦の部も１～３位までを表彰する。

各月月例、浅見カップ杯、ラストコール杯（定員Ａクラス，Ｂクラス合わせて１００名以内）
競技方法
１８Ｈストロークプレー アンダーハンディキャップ競技
タイの決定
ネットスコアがタイの場合は、ハンディキャップ順とする。以下タイの場合は、グロスによるマッチング・スコアカ
ード方式で順位を決定する。
参加資格
越後ゴルフ倶楽部ハンディキャップ所有者とする。下記の条件で２クラスに分けて競技を行う。
Ａクラス
１３以上
Ｂクラス
１４～36（クラブハンディ未取得者でも、入賞資格は無いが、参加出来る。
）
競技開催月の１２カ月以内のスコアカードを提出されていない人は、競技には参加できるが入賞の資格を失う。ただ
し、会員でハンディキャップ未取得者も参加はできるが入賞の資格は無いものとする。
使用ティ
Ａクラス
男性 青マークティ
女性 黄緑マークティ
Ｂクラス
男性 白マークティ
女性 赤マークティ
賞
各クラス １～10 位
ベストグロス
グランドマンスリー（定員Ａクラス，Ｂクラス合わせて１００名以内）
競技方法
１８Ｈストロークプレー アンダーハンディキャップ競技
タイの決定
ネットスコアがタイの場合は、ハンディキャップ順とする。以下タイの場合は、グロスによるマッチング・スコアカ
ード方式で順位を決定する。
参加資格
平成 28 年度 倶楽部競技入賞者
倶楽部選手権予選通過者、理事長杯予選通過者、シニア選手権予選通過者、グランドシニア選手権入賞者３位入賞者
月例競技５位入賞者、ウィークディカップ５位入賞者、最新の倶楽部ハンディを元にＡ、Ｂクラスに分けて競技を行
う。
Ａクラス
１3 以上
Ｂクラス
１4 以下
使用ティ
Ａクラス
男性 青マークティ
女性 黄緑マークティ
Ｂクラス
男性 白マークティ
女性 赤マークティ
賞
各クラス １～10 位
ベストグロス
ウィークディカップ（定員４０名以内）
競技方法
１８Ｈストロークプレー アンダーハンディキャップ競技
タイの決定
ネットスコアがタイの場合は、ハンディキャップ順とする。以下タイの場合は、グロスによるマッチング・スコアカ
ード方式で順位を決定する。ベストグロスがタイの場合も同じとする。マッチング・スコアカード方式でも決定しな
い場合は、カウントバック方式とする。
参加資格
越後ゴルフ倶楽部ハンディキャップ所有者とする。
（ハンディキャップ３７以下取得者でも３６として参加できる。
）
競技開催月の３カ月以内のスコアカードを提出されていない人は、競技には参加できるが入賞の資格を失う。会員で
ハンディキャップ無取得者も参加はできるが､入賞の資格は無いものとする。
ハンディ未取得者で出場希望の方は、事前に申し出てクラスを決定させて頂きます。

使用ティ
Ａクラス 男性 青マークティ
女性 黄緑マークティ
Ｂクラス 男性 白マークティ
女性 赤マークティ
賞
入賞
ベストグロス
表彰についてはクラス分けを行わない。

競技運営
１）委員会は都合により、参加資格及び参加人数を変更することがある。また、当日のコースコンディションにより、競技
を中断、短縮または延期、さらには中止することがある。
２）競技が短縮された場合は、委員会で協議、決定する。
３）無断欠席、及び競技参加者が正当な理由なく競技を放棄（Ｎ．Ｒを含む）した場合は、次回の公式競技の出場資格を失
うものとする。
４）賞を受けたもので、正当な理由なく表彰式に参加しない場合は、賞の資格を失うものとする。
５）スロープレーについては、委員会としてペナルティを課すことがある。
６）セルフプレーの場合は、競技者および用具等の移動は､全組とも１台の電磁誘導式乗用カートを共有して行うものとす
る。なお、この乗用カートは、競技者の携帯品である。
７）競技者はスタート時間の５分前までには、必ずティグランド付近で待機のこと。スタートのマーカーチェック及び注意
事項等を委員会より確認後、スタートしなければならない。
８）タイの決定
マッチング・スコアカード方式（アウトスタートの場合）
終わりの９ホール（№１０～№１８）の合計スコア、６ホール（№１３～№１８）の合計スコア、３ホール（№１
６～№１８）の合計スコアの順で決定し、なお決定しない場合は１８番ホールのスコアで決定する。
カウントバック方式
最終ホールからのスコアを比較し、スコアの少ないプレーヤーを上位とする。
参加申し込み方法
１）会員本人が所定の書面、及び電話で直接申し込むこと。
２）競技の受付期間は、競技開催日の２カ月前から７日前の午後５時までとする。
３）競技参加料
１，０００円
本競技規則の変更・追加はクラブハウスに掲示し、その日から効力が発生する。
オープン競技
シニア杯（定員４０名以内）
競技方法
１８Ｈストロークプレー アンダーハンディキャップ戦の部・ペリア戦の部
タイの決定
ネットスコアがタイの場合は、ハンディキャップ順とする。以下タイの場合は、グロスによるマッチング・スコアカ
ード方式で順位を決定する。マッチング・スコアカード方式でも決定しない場合は、カウントバック方式とする。
参加資格
本年度１２月末に満５４歳に達する者とする。
ハンディ戦の部
越後ゴルフ倶楽部ハンディキャップ所有者とする。
（ハンディキャップ３７以下取得者でも３６
として参加できる。
）
ペリア戦の部
出場者全員・ハンディ未取得者並びにゲストも参加可
使用ティ
男性 ５４歳～69 歳まで 白マークティ
70 歳以上（当年達する方） ゴールドティ使用（８Ｈ ６８ｙ）
女性 ５４歳～69 歳まで 赤マークティ
70 歳以上（当年達する方） ピンクティ使用（8H 68ｙ）
赤マーク使用の方は、８Ｈ１６３ｙのティグラウンドを使用して下さい。
賞
ハンディ戦の部
１～３位
ベストグロス
ペリア戦の部
１～３位

競技委員長

岡村 勝一

