
第２6回九州高等学校・中学校ゴルフ選手権大会(チャレンジゴルフ) 

兼 ゴルフパートナーpresents 2021年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権 文部科学大臣杯争奪 個人の部予選 

兼 ゴルフパートナーpresents 2021年度全国中学校ゴルフ選手権 文部科学大臣旗争奪 団体の部予選 

 

大会要項 

  

◇主催／九州高等学校・中学校ゴルフ連盟、スポーツニッポン新聞社、日刊スポーツ新聞社、 

◇後援／九州ゴルフ連盟、ゴルフタイムス 

◇特別協賛／大塚製薬株式会社福岡支店  

◇協賛／住友ゴム工業株式会社（ダンロップ） 

◇運営協力／かごしま空港３６カントリークラブ 

 

●はじめに 

本大会は新型コロナウイルス感染症拡大状況により大会を中止または延期する場合がある事を予めご了承く

ださい。また、状況次第で本要項の内容に変更が出る可能性があります。大会エントリー、参加に際しては別

紙に注意事項を定めますのでよく読んで参加してください。その他、お知らせについては九州高等学校・中学

校ゴルフ連盟Ｗｅｂサイト、スポニチプラス上で行います。参加者および関係者は、各自で開催までの期間は

上記サイトのチェックを小まめに行うようにしてください。 

 

●大会日程 

【高校】 

公式練習日   ５月31日（月） 

開会式     ５月31日（月）午後５時～予定 於 スタート室前 

第１日      ６月１日（火）午前７時～（雨天決行） 

第２日       ６月２日（水）午前７時～（雨天決行） 

表彰式     ６月２日（水）競技終了後（対象者および任意参加）１Ｆロビー 

 

【中学校】 

公式練習日   ５月31日（月） 

開会式     ５月31日（月）午後５時～予定 於 スタート室前 

競技日       ６月１日（火）午前７時～（雨天決行） 

表彰式     ６月１日（火）競技終了後（対象者および任意参加）１Ｆロビー 

 

※選手は必ず開会式に出席すること。また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。 

※選手は必ず順位を確認して会場を出ること。表彰対象選手は必ず表彰式に出席すること。 

 

◆開会式及び表彰式の実施は新型コロナウイルス感染症拡大状況等で変更になることがあります。 

 

●開催場所／かごしま空港３６カントリークラブ 

〒８９９－６３０２ 鹿児島県霧島市横川町下ノ高松１０２３ 

☎０９９５（７２）１０８１ FAX０９９５（７２）１２２５ 



●出場資格 

【高校】 

高校生で九州高等学校・中学校ゴルフ連盟に登録された学校及び個人登録者または主催者の推薦する者。 

（大会参加者の名簿は、主催者事務局での使用をご了承下さい） 

【中学校】 

中学生（但し、大会当日１５歳までの男女）で九州高等学校・中学校ゴルフ連盟に登録された学校及び個人登

録者または主催者の推薦する者。 

（大会参加者の名簿は、主催者事務局での使用をご了承下さい。） 

団体戦に出場するものは個人戦に参加しなければならない。 

 

●競技規則 

日本ゴルフ協会競技規則(2019年1月施行)・日本高等学校・中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。 

 

●競技方法 

【高校】 

≪個人の部≫ 

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順位を決定する。 

１位にタイが生じた場合は、即日委員会が指定するホールにおいてホールバイホールによるプレーオフを行

い、優勝者を決定する。なお、３名以上でプレーオフが行われる場合、優勝者以外の者は２位タイとする。 天

候等の理由でプレーオフが行えない場合は最終ラウンドのスコアを比較し、成績の良い競技者を上位とする。

さらに同数の場合は、マッチング・スコアカード方式にて順位を決定する。  

派遣大会の選手選考順位の決定についてはマッチング・スコアカード方式により順位を決定する。 

※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。  

 

【中学校】 

≪個人の部≫ 

１８ホール・ストロークプレーで順位を決定する。 

１位にタイが生じた場合は、即日委員会が指定するホールにおいてホールバイホールによるプレーオフを行

い、優勝者を決定する。なお、３名以上でプレーオフが行われる場合、優勝者以外の者は２位タイとする。 天

候等の理由でプレーオフが行えない場合は最終ラウンドのスコアを比較し、成績の良い競技者を上位とする。

さらに同数の場合は、マッチング・スコアカード方式にて順位を決定する。 

 ※なお、キャディーバッグはカートに載せなければならない。 

派遣大会の選手選考順位の決定についてはマッチング・スコアカード方式により順位を決定する。 

 

≪団体の部≫ 

１８ホール・ストロークプレーで１校４名（補欠１名）による団体戦を行う。【１校１チームのみ】※３名で

も可 

①各校４名のうち、上位３名の総ストローク数の少ないチームを上位とする。 

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、４人の合計ストローク数の少ないチーム

を上位とする。 



③さらに同数の場合は、全国大会出場校決定順位のみ、４人の総ストローク数による最後の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。 

④さらに同数の場合は、４人の総ストローク数による最後の６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。 

⑤さらに同数の場合は、４人の総ストローク数による最後の３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。 

⑥さらに同数の場合は、４人の総ストローク数による最終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。 

⑦さらに同数の場合は、４人の総ストローク数による前半９ホールのうちの後半６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。 

⑧さらに同数の場合は、４人の総ストローク数による前半９ホールのうちの後半３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。 

⑨上記で順位が決定できなかった場合は、委員会による抽選で決定する。 

＊本競技は「１８ホール終了」を持って成立とし、１８ホールを終了できなかった場合は、競技を９ホールに

短縮する。 

なお、キャディーバッグはカートに載せなければならない。 

 

●決勝出場者 

本大会の個人戦上位者が全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会に出場する。 

団体戦上位校は全国中学校ゴルフ選手権大会・団体の部に出場する。 

（※日本高等学校・中学校ゴルフ連盟にてクリオファイ数が決まり次第、お知らせします） 

 

●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。 

 

●使用コース 

【高校】 

男子：空港コース パー７２  ６，９１０ヤード 青マークティーを使用 

女子：空港コース パー７２  ６，３９５ヤード 白マークティーを使用  

【中学校】 

男子：横川コース パー７２  ６，６３０ヤード 青マークティーを使用 

女子：横川コース パー７２  ６，１９２ヤード 白マークティーを使用  

 

●使用グリーン   ベントグリーン 

 

●表 彰       

【高校】 

男女３位タイまで表彰し賞状・楯を贈呈する。全国大会出場者にはクオリファイ賞を贈呈する。 

（※本大会による全国大会出場者数は男女とも５月末決定予定） 

【中学校】 

個人・団体は男女３位タイまで表彰し賞状・楯を贈呈する。全国大会出場者にはクオリファイ賞を贈呈する。 

（※本大会による全国大会出場者数は男女とも５月末決定予定） 



●個人情報に関する同意内容 

主催者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、主催者が承認した大会関係者が撮影した映像の著作権は主催者が所有し、その取り扱いについ

ては上記（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。 

 

●競技参加料 

【高校】 

≪個人の部≫ 

１名５，５００円（税込。但し、プレー費、大会当日昼食代などは各自で支払うこと） 

競技参加費は、申し込み締切日以前に取り消しのあった者以外は返金しない。但し、主催者の判断で大会が

中止される場合、主催者判断で大会参加を認められなかった選手はその限りではない。 

 

【中学校】 

≪個人の部≫ １名 ５，５００円（税込。但し、プレー費、大会当日昼食代などは各自で支払うこと） 

競技参加費は、申し込み締切日以前に取り消しのあった者以外は返金しない。但し、主催者の判断で大会が

中止される場合、主催者判断で大会参加を認められなかった選手はその限りではない。 

≪団体の部≫ １チーム５，０００円（税込）※男女で申し込む場合は同じ学校でも２チーム分必要。別途、

参加申込書を送付すること。 

 

【団体の部エントリーについて】 

① 選手登録（申込時）は男女共６名、出場選手は男女共４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（a.shin@okigakuen.ed.jp）にメール送信す

ること。 

③ 大会当日のオーダー表は競技委員会終了までに、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。 

 

●プレー費 

練習日及びプレー費について（利用税免税用紙提出の場合） 

① 事前練習ラウンドは競技前日まで何回でも可とし、コースの予約状況により受け付ける。 

 



② プレー費について 

【高校】 

・競技日、公式練習ラウンド：特別料金５，０００円（税込、カート代込） 

・事前練習ラウンド：特別料金５，０００円（税込、カート代別）※＋１,１００円でカート利用可 

事前練習ラウンド時に保護者が同伴してプレーする場合、プレー費はコースに直接確認すること。 

引率顧問についてはコースのメンバー料金適用とする。 

公式練習ラウンドでは保護者及び引率顧問はプレーできない。 

※公式練習ラウンドを除く事前練習ラウンドでは、コース内に引率責任者（保護者含む）が入ることによ

り、生徒によるカート使用（リモコン・電磁誘導式）を許可する。例えば、グループで来場し、３組で回

る場合、その中のどこかの組に引率責任者が１人でも入れば３組とも生徒によるカート使用が認められ

る。その際、引率責任者はその旨をコース側に申し出ること。 

※大会当日はカート使用のため、事前練習ラウンドではできるだけ操作に慣れるよう、カートを使用するこ

と。 

※高校生のみのカート使用は禁止。１組１人引率者によるカートの操作が必要となる。保護者または引率者

がコースに申し出て使用すること。グループで使用する際は保護者または引率者の代表が申し出る事。 

保護者がカートを操作する場合は入り口での検温、申告書記入の上、入場してください。 

 

【中学校】 

・競技日：特別料金７，０００円（税込、カート料込、スコアラー代込） 

・公式練習ラウンド：特別料金５，０００円（税込、カート料込） 

・事前練習ラウンド：特別料金５，０００円（税込、カート代別）※＋１,１００円でカート利用可 

事前練習ラウンド時に保護者が同伴してプレーする場合、プレー費はコースに直接確認すること。 

引率顧問についてはコースのメンバー料金適用とする。 

公式練習ラウンドでは保護者はプレーできない。 

※中学生のみのカート使用は禁止。１組１人カートの操作が必要となる。保護者または引率者がコースに申

し出て使用すること。 

※公式練習ラウンド、事前練習ラウンドでは、カートの運転を必要とするため、各組１名の保護者または引

率者による運転を必要とする。公式練習ラウンド予約時に運転者は申し出ること。 

※公式練習ラウンドで保護者がカートを運転する場合は、入り口での検温、申告書提出によりクラブハウ

ス、コースへの入場を許可する。ただし、各組１名のみとする。 

 

③ 指定練習場の使用について 

・競技日（６月１日、２日） １人１コインまで（３０球３５０円）とする。 

６時30分～18時30分 

・公式練習日（５月31日）及びそれ以外の練習ラウンド日 

平日＝７時00分～18時30分  

土日祝＝６時45分～18時30分 

 

④ 練習グリーンの使用について 

 ・競技日（６月１日）＝17時00分まで 

・公式練習日（５月31日）＝17時00分まで 

・それ以外の日＝14時30分まで 



 ※上記特別料金適用に際し、練習ラウンド含め当コースを初めてラウンドする者は、コースに「ゴルフ利用

税免税申請書」を必ず提出すること。連盟加盟校は学校単位で提出すること。（九州高等学校・中学校ゴルフ

連盟のＨＰ及びスポニチプラスよりダウンロードして使用）過去に一度提出した学校とこの大会に出場経験が

ある個人登録選手は提出不要。 

 

※保護者のクラブハウスへの立ち入り及び指定エリアでの観戦を認めます。ただし新型コロナウイルス感染症拡

大状況等で変更になることがあります。 

 

 

 

●参加申し込み コースでは受け付けていません 

【個人の部申込み先・問合せ先】 スポーツニッポン新聞社 大阪本社 事業部 

〒５３０－８２７８大阪市北区梅田３－４－５ 

スポーツニッポン新聞社大阪本社事業部 （担当 藤本 達人） 

☎０６－６３４６－８５２２ ＦＡＸ０６－６３４６－８５２９ 

▽銀行振り込み…申込用紙に必要事項を記入の上、上記に送付、参加費は下記口座に参加者本人の名前で銀行

振込。※振込手数料はご負担下さい 

（三菱ＵＦＪ銀行 堂島支店 普通３５０２８６２ 株式会社スポーツニッポン新聞社 代表 山本泰博） 

※九州高等学校・中学校ゴルフ連盟に個人登録している者は、在学証明書を申込用紙に添えること 

※学校登録している生徒は、ゴルフ場免税在学証明書は不要 

 

【団体の部申込み先・問合せ先】 

▽中学校の団体戦参加申し込みについては、申込書に必要事項記載の上、下記に送付すること。 

〒８１２－０８９５福岡市博多区竹下２丁目１―３３沖学園高等学校内 

九州高等学校・中学校ゴルフ連盟 事務局宛 （担当 進 文子） 

☎０９２－４３１－１８６８ ＦＡＸ０９２－４８３－６７６７ 

▽銀行振り込み…申込用紙に必要事項を記入の上、上記に送付、参加費は下記口座に団体校の名前で銀行振

込。※振込手数料はご負担下さい 

（福岡銀行 筑紫通支店  普通１５８３０９７ 九州中学校ゴルフ連盟 代表 進文子） 

 

●申込み締切り 令和３年５月６日（木）必着 それ以降は受け付けない。 

※組合せ・スタート表は５月１８日（火）までに九州高等学校・中学校ゴルフ連盟のＨＰ及びスポニチプラ

スに掲示します。（ＨＰへの掲示のみとし、郵送は行わない） 

 

 

 

 

●開会式 

５月３１日（月）１７：００～ 

遅れないように気を付けること。 

新型コロナウイルス感染症拡大状況等で変更されることがあるので、注意事項も含め連盟ＨＰ及びスポニチプラス

を各自確認すること。 



●宿 舎 各自で手配して下さい。 

※参考【開催コース周辺の宿泊ホテル】 

・かごしま空港ホテル＝☎０９９５（５８）２３３１など    

●その他 注意事項 

※大会当日は、各自でスタート室にキャディーバッグを運び、受付に戻り参加受付を済ませること。 

※プレー費は各自で支払うこと。 

※大会当日の昼食としてお弁当を販売（６００円税込）。希望するものは大会前日の５月３１日正午までにコ

ースのフロントまで電話で申し込むこと。 

※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。 

※当日は、浴室はシャワーのみ使用可。但し、新型コロナウイルス感染症対策のため「密」を避け、使用時間

を極力短くし、マナーを守って使用すること。 

※ハーフターン時に時間的余裕がある場合は、クラブハウスへの立ち入りを認める。但し、マスクは着用し集

団になる事を避け、私語は慎む事。 

※大会参加料は、エントリー締め切り後はいかなる理由でキャンセルしても返金しない。但し、主催者判断で

大会が開催されない場合、および新型コロナウイルス感染症対策で参加が認められないものについては、手

数料を差し引くなどし、一部返金する場合がある。 

 

※別紙「新型コロナウイルス感染症への対応に関して」を必ずお読みください。新型コロナウイルス感染症対

策として、必ずマスクを着用して入場すること。大会受付時に検温を実施し、３７．５度以上の熱がある選

手および体調不良の選手の出場は認めない。保護者への検温も実施し、同様に３７．５度以上の熱がある場

合は、選手の出場をお断りさせていただきます。競技終了後２週間以内に新型コロナウイルスで陽性と判断

された場合、もしくは感染者の濃厚接触者と判定された場合は主催者に速やかに報告すること。 

※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。 

 

≪顧問の先生へお願い≫ 

※練習ラウンド時は、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。 

※大会当日は、クラブハウスに出入りする方全員に検温を実施します。選手はじめ保護者の方々や先生方にも

その旨ご理解頂き、周知徹底をお願いします。 

 

●全国大会期日 

【高校】 

≪個人の部≫  

日程 ２０２１年８月26日（木）公式練習日、開会式 

27日（金）大会第１日 

28日（土）大会最終日、表彰式 

※会場 サンヒルズカントリークラブ 

    男子＝ウエストコース 

    女子＝イーストコース 

 〒321-2112  栃木県宇都宮市上横倉町１０００番地 

（TEL）028-665-4111（FAX）028-665-4117 

 



【中学】 

≪団体の部≫  

日程 ２０２１年８月22日（日）開会式 

23日（月）公式練習日 

24日（火）大会第１日 

25日（水）大会最終日、表彰式 

 

≪個人の部≫  

日程 ２０２１年８月26日（木）公式練習日、開会式 

27日（金）大会第１日 

28日（土）大会最終日、表彰式 

 

※会場 ピートダイゴルフクラブVIPコース 

 〒321-2354  栃木県日光市嘉多蔵６６８番地 

（TEL）0288-26-0011（FAX）0288-26-0475 

 

 

 

 


