
令和元年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会・九州大会 

団体戦の部 大会要項〈競技規定〉 

1. 主  催  九州高等学校ゴルフ連盟、日刊スポーツ新聞社 

2. 後  援  九州ゴルフ連盟、沖縄県ゴルフ協会、スポーツニッポン新聞社、 

ゴルフタイムス 

3. 特別協賛  総合警備保障株式会社、大塚製薬株式会社 福岡支店 

4 .協  賛  住友ゴム工業㈱  

5. 運営協力  カヌチャゴルフコース、エナジック瀬嵩ゴルフコース 

6. 協  力  二木ゴルフ博多麦野店 

7.大会日程   開会式   令和元年 7月 16 日（火）10：00～ 

公式練習日 令和元年 7月 16 日（火）11：00～ 

        第１日   令和元年 7月 17 日（水）11：00～ 

終日   令和元年 7月 18 日（木）11：00～ 

表彰式   令和元年 7月 18 日（木）競技終了後 

※選手は必ず開会式及び表彰式に出席すること。服装は、開会式はユニフォー 

ム、表彰式は制服の着用を義務付ける。欠席の場合は大会への出場を取り消 

すことがある。         

8.会  場   カヌチャゴルフコース  〒905-2263 沖縄県名護市安部１５６番地２ 

                    ☎0980-55-8888 FAX 0980-55-8889 

9.出場資格   九州高等学校ゴルフ連盟に学校登録した学校の個人登録者 

10.競技規則   日本ゴルフ協会競技規則・日本高等学校ゴルフ連盟規則および本競技ローカ

ルルールを適用する。 

11.競技方法   【団体戦】1日 18 ホール、2日間合計 36ホールズ・ストロークプレーで 1校 

4 名（補欠 1名）による団体戦【1校 1チームのみ】※3名でも可 

           ①各校４名のうち、各日の上位 3名の 2日間合計の総ストローク数の 

少ない校を上位とする。 

②すべての順位決定において、①の総ストローク数が同数の場合は、 

2日間の 4人の合計ストローク数の少ない学校を上位とする。 

③さらに同数の場合は、優勝校決定の場合のみ、競技委員会の指定する 

ホールで、代表１名によるホールバイホールによるプレーオフを行う。 

但し、プレーオフが行えない場合は 終日の 4人の総ストローク数 

の少ない学校を上位とする。さらに同数の場合は、４人の総ストロー 

ク数による 後の９ホールでのマッチング・スコアカード方式にて順 

位を決定する。それ以外の順位は、 終日の 4人の総ストローク数の 

少ない学校を上位とする。 

④さらに同数の場合は、 終日の 4人の総ストローク数による 後の 

９ホールでのマッチング・スコアカード方式で順位を決定する。 

＊本競技は「18ホール終了」を持って成立とし、2日間 36ホールを終了できなかった場合は、 

競技を短縮する。１８ホールを終了できない場合は、チャレンジゴルフ大会における予備団体 

戦において九州地区代表を決定する。 



 

12.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 終である。 

13.使用コース      男子：アウト・イン 青 マーク（6716 ヤード・パー70）予定 

女子：アウト・イン 白  マーク（6223 ヤード・パー72）予定 

14.使用グリーン     男・女／姫高麗（ヒメコウライ） 

15.選手登録   【団体の部】 

① 選手登録（申込時）は男女共 6名、出場選手（前日の競技委員会時） 

は男女共 5名（補欠 1名含む）とする。 

             ＊出場選手は選手登録の 6名より選出しなければならない。 

② 選手登録の男女共 6名（補欠選手 2名含む）のエントリー用紙（大 

会参加申込書兼用）は、申込み期間内に郵送にて大会事務局へ申込 

みをすること。またデータを事務局にメール送信すること。 

③ 大会初日のオーダー表は公式練習ラウンド終了後 30分以内に、大 

会 終日のオーダー表は大会初日の全競技終了後、30分以内に大会 

本部へ提出すること。 

④ オーダー表提出後、選手が突発的な事故、病気により補欠選手に変 

更したい場合の手続きは次のとおりとする。 

○選手の変更は単純に該当選手と補欠選手の入れ替えとする。 

○該当選手のスタート時刻 30分前までに（時間厳守）大会本部へ 

選手変更の申請を行う。 

○申請後、競技委員長及び大会実行委員長の承認を得る。 

16.表   彰     団体戦・・・男女 3位まで（全国大会出場 男子 4校 女子 4 校） 

17.個人情報に何する同意内容 

本連盟が取得する個人情報は次の目的のみに利用し、大会申込みと同 

時に同意したものとみなします。 

（1） 大会開催及び運営に関する業務 

大会の開催に際し、選手関係者に対する参加者の名前、学校名及 

び学年、その他選手紹介情報並びに選手権の競技結果の公表を含 

む。 

（2） 申込書による参加者の個人情報と、その選手権における競技結果 

の記録保存、並びに大会終了後において必要に応じ、そのうち上 

記（1）の記載の公表事項の適宜の方法による公表。 

（3） 大会中、連盟が承認した大会関係者が撮影した映像の著作権は本 

連盟が所有し、その取り扱いは上記（2）に準じ、その選手権に 

おける競技結果の記録保存、並びに大会終了後において必要に応 

じ、そのうち上記（1）記載の公表事項の適宜の方法による公表。 

18.競技参加料              団体戦 1校 男・女 各 5,000 円 

                    ＊競技参加料は、学校名で振り込み、申込み締切日以前に取り 

消しがあった分以外は返金しない。＊振込手数料はご負担下さ

い・現金書留は受け付けません 

 



19.参加申込み              必要事項を記入の上、申込用紙は九州大会事務局に郵送し、 

データもメールで送信して下さい（データの公印は不要）。 

 

 

 

 

 

 

 

20.申込み締切り          令和元年 6月 28 日（金）必着 それ以降は受け付けない。 

21.公式練習日について  事務局で組み合わせを行う。 

22.練習ラウンドについて（利用税免税用紙提出の場合） 

指定期間 平成 31年 4月 1日(月)～令和元年 7月 16 日(火) 

平日・土・日 プレー料金（セルフ・食事別） 

（生 徒）5,400 円（税込）         

（顧 問）5,400 円（税込）           

（保護者）平日 8,000 円（税込） 土・日・祝祭日 12,000 円（税込） 

＊上記の料金はセルフ（カート使用のみ）の料金とします 4/1～

7/15 まで。7/16 はカート利用不可（バッグ担ぎのみ）になりま

す。【出場者のみのプレー】 

＊「ゴルフ利用税免税申請書」は事前に FAX（カヌチャ平良さん宛）

で送信をして、原本は必ず提出して下さい。（九州高等学校ゴル

フ連盟の HPよりダウンロードして使用） 

＊その他ご不明な点は電話予約の際、確認して下さい。 

＊後続のお客様に迷惑をかけないよう、顧問の先生は「ハーフ 2時

間」の厳守で生徒へご指導下さい。 

＊練習ラウンドでの 2球プレーは厳禁。目土も必ずすること。 

＊ルールが守れない場合は、プレーができなくなるので注意するこ 

と。 

23.宿  舎              各高校（各自）で手配して下さい。 

24.そ の 他        受 付 団体加盟校は、まとめて受付をして下さい。 

精 算 学校単位で精算の際は、事前にフロントまで連絡のこと。 

入 浴 使用できますが、マナーを守ること。 

売 店 クラブハウス内および茶店は大会期間中も通常営業いた 

します。またスタート室でも飲み物は購入できます。 

食 事  レストランにつきましては通常営業となります。各自で 

精算を。 

25.組み合わせ          申し込み締め切り後、「競技の条件・ローカルルール」と一緒に九 

州高等学校ゴルフ連盟のＨＰに7月5日（金）までにアップします。 

                九州高等学校ゴルフ連盟アドレス  http://kyushu-kougoren.jp/ 

26. 備   考            大会期間中につきましては、 低保障の保険に主催者が加入致しま 

すが、加入した保険範囲内に限る。 

【振込先】 
九州高等学校ゴルフ連盟 代表 進 文子 
福岡銀行 博多南支店 店番 238 
口座番号 普通 1183625 

【郵送先】 
〒905-0018 沖縄県名護市大西 5－17－1 

名護高学校内 九州高等学校ゴルフ連盟  

九州大会事務局 知念豪一郎 宛  

TEL 0980-52-2615  FAX 0980-54-1557 
Mail：chinengo@open.ed.jp 


