
2022 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競技会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 

ストロークを行うときに使用する球はR＆Aが発行する最新の適合球リストに掲載さ

れていなければならない。 

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. 練習 

ホールとホールの間、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

かりの表面をこすったり、球を転がすことによってグリーン面をテストする。 

6. プレーの中断と再開 規則5.7 参照 

１） 即時中断とプレー再開 (例えば、切迫した危険がある場合) 

「規則 5.7b(1) 委員会がプレーを中断したときにプレーヤーがしなければなら

ないこと、5.7c プレーを再開するときにプレーヤーがしなければならないこと、

5.7d プレーを中断する場合の球の拾い上げ：プレー再開のときのリプレースと

球の取り替え」を適用する。 

２） 通常の中断とプレー再開 (例えば、日没やコースがプレー不能) 

「規則 5.7b(2) 委員会がプレーを中断したときにプレーヤーがしなければなら

ないこと、5.7c プレーを再開するときにプレーヤーがしなければならないこと、

5.7d プレーを中断する場合の球の拾い上げ：プレー再開のときのリプレースと

球の取り替え」を適用する。 

３） プレーの中断と再開の合図について 

 即時中断は、1 回の長いサイレンによって伝えられる 

 通常のプレー中断は、短いサイレンの繰り返しによって伝えられる 

 プレー再開は、1 回の長いサイレンによって伝えられる 

 または、競技委員を通じて競技者に伝えられる 

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ベス

トグロスのみとする。（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。 

尚、倶楽部競技会は全組セルフプレーとする。 

 

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）  54 ホールストロークプレー 

予 選 

27 ホールをプレーし上位９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 

27 ホールをプレーし予選・決勝の通算54 ホールのトータルスコアにて順位を決

定する。 

タイの決定 

通算 54 ホールのスコアで首位がタイの場合、委員会が指定したホールにおいてプ

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 黒マークティ 

賞 

1～3 位、予選通過者９名 

 

理事長杯（定員40 名以内） 

競技方法 

ハンディキャップ競技（2 日間競技）  36 ホールストロークプレー 

予 選 

18 ホールをプレーしネットの上位９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 

18 ホールをプレーし予選・決勝の通算36 ホールのネットトータルスコアで順位

を決定する。 

 

 



タイの決定 

通算36 ホールのスコアで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 シルバーマークティ 

賞 

1～3 位、予選通過者９名、ベストグロス 

 

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）  36 ホールストロークプレー 

予 選 

18 ホールをプレーし上位９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 

18 ホールをプレーし予選・決勝の通算36 ホールのトータルスコアにて順位を決

定する。 

タイの決定 

通算36 ホール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

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 青マークティ 

賞 

1～3 位、予選通過者９名 

 

 

 

 

 

 



グランドシニア選手権（定員30 名以内） 

競技方法 

スクラッチ競技・ハンディキャップ競技  18 ホールストロークプレー 

タイの決定 

首位がタイの場合は、委員会が指定したホールにおいて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 シルバーマークティ  女性 シルバーマークティ 

賞 

スクラッチ競技 1～3 位    ハンディキャップ競技 1～3 位 

 

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 

ハンディキャップ競技  18 ホールストロークプレー 

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 

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、参加出来るが入賞資格はベストグロスのみとす

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ベストグ

ロスのみとする。 

使用ティ 

Ａクラス 男性 青マークティ  女性 シルバーマークティ 

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 

ハンディキャップ競技  18 ホールストロークプレー 

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 

202２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、前年度グランドマンスリ

ー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 シルバーマークティ 

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 

ハンディキャップ競技  18 ホールストロークプレー 

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 

越後ゴルフ倶楽部ハンディキャップ所有者とする。 

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､

入賞の資格はベストグロスのみとする。 

 

使用ティ 

Ａクラス 男性 青マークティ  女性 シルバーマークティ 

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）悪天候等の場合、出場選手全員が９ホール終了した時点で競技成立とする。 

２）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。 

３）競技が短縮された場合は、委員会で協議し決定する。 

４）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。 

５）賞を受けた者で表彰式に出席していない場合は、賞の資格を失うものとする。 

失われた賞については、表彰式に出席している次の順位の者へ繰り下げて授与する。 

６）スロープレーについては、委員会として罰を課すことがある。 

７） 当倶楽部の競技会は、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。 

※規則11.1 により文言削除予定 

８）競技者はスタート時間の5 分前までには、必ずティーイングエリア付近で待機のこ

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。 

９）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（No.10～No.18）の合計スコア、6 ホール（No.13～

No.18）の合計スコア、3 ホール 

（No.16～No.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 

ハンディキャップ競技・ペリア競技  18 ホールストロークプレー 

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 

ハンディキャップ競技 

本年度12 月末に満54 歳に達する者で、越後ゴルフ倶楽部ハンディキャップ所有

者とする。 

 

ペリア競技 

本年度 12 月末に満 54 歳に達するものとする。（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）

 シルバーマークティ（8 番 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）

 ピンクマークティ（8 番 68ｙ） 

赤マークティ使用の方は、8 番163ｙのティーイングエリアを使用して下さい。 

賞 

ハンディキャップ競技 １～３位、ベストグロス    ペリア競技 1～3 位 

 

競技委員長  細矢 清 


