
2021 年度関東大学秋季 F ブロック対抗戦     実施規定 

2021 年度関東女子大学秋季 DE ブロック対抗戦  実施規定 

主催：関東学生ゴルフ連盟 

HP   www.ksga.jp 

★エントリ―期日の８月５日（木）から、対抗戦大会会場来場者全員の体調管理シートの 

記入が必要となるため、まずホームページからプリントアウトし、すぐに該当者にそのことを 

伝えること 

１．期日及び場所  2021 年 8 月 19 日（木）・20 日（金）（指定練習日 18 日（水）） 

           サンコー72 カントリークラブ 西コース 

           〒370-2131 群馬県高崎市吉井町岩崎 2179 

           電話 027-388-2800 FAX 027-388-2072 

 

２．ゴルフ規則   日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、関東学生ゴルフ連盟競技規程および本競技の 

ローカルルールを適用する。 

 

３．プレーの条件  各ブロック共、1 日 18 ホール・2 日間合計 36 ホール・ストロークプレー 

          使用コース・使用ティー：  男子 F 岩平、高崎 ６４８９ｙ（青） 

                        女子 D 岩平、高崎 ５７７２ｙ（白） 

                        女子 E 岩平、高崎 ５５９５ｙ（赤） 

使用グリーン： 高麗グリーン 

          ローテーションおよびスタート時間：ハーフ―休憩（20 分程度）―ハーフ 

 AM７：３０ ～１０分間隔 

          ＊アピアは行わないスタート 10 分前にティーインググラウンドに集合すること 

           

４．参加対象校  男子 F ブロック：東北大学・千葉大学・駿河台大学・亜細亜大学・東京経済大学・

東京都立大学・立正大学・東京理科大学・・・・・その他 

 

          女子 D ブロック：富士大学・立教大学・帝京大学・東洋英和女学院大学・ 

                  大妻女子大学・玉川大学・東海大学・東北学院大学 

 

女子 E ブロック：明治学院大学・駿河台大学・成蹊大学・中央大学・成城大学 

        東京大学・大東文化大学・日本女子大学・東京都立大学・・・ 

 

５．参加人数    男子 F：    選手登録は各校 7 名までとし、5 名出場、上位 4 名の合計ストロー

クにより順位を決定する。尚、同スコアの場合は 5 番目の選手のス

トロークにより順位を決定する。 

http://www.ksga.jp/


 

女子 D：   選手登録は各校５名までとし、各日４名出場、上位３名の合計スト

ロークにより順位を決定する。 尚、同スコアの場合は４番目の選

手の 2 日間の合計ストロークにより順位を決定する。 

 

女子 E：   選手登録は各校４名までとし、各日３名出場、上位２名の合計スト

ロークにより順位を決定する。 尚、同スコアの場合は４番目の選

手の 2 日間の合計ストロークにより順位を決定する。 

 

６．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。 このローカルルールの違反に対する罰：失格 

 

７．使用ｸﾗﾌﾞの規格 ストロークを行うために使うドライバーは R&A が発行する最新の適合ドライバ 

ーヘッドリストに掲載されている クラブヘッド(モデルとロフトで識別される) 

を持つものでなければならない。 

 

８．キャディー   規則 10.3a は次のように修正される：プレーヤーはラウンド中キャディーを使用

してはならない。但し、サポートキャディーはその限りではない。 

この条件の違反の罰は『ローカルルールひな型 H-1.2』を適用する。 

 

９．カート     ホール内での乗車は認めない。但し委員会が認める場所（ホールとホールの間） 

及び委員会が認めた場合（荒天時の避難、打ち直しに戻る時など）は乗車するこ 

とを認める。乗車する場合は、全員がマスクを着用し、発声を禁じる。 

 

１０．競技終了時点  本競技は本連盟ホームページに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。プレーヤーはアテストが終了した後、直ぐに帰宅して構わない。 

 

１１．競技の短縮  委員会は、コースの状況または、新型コロナウイルス感染症の拡大により、適正

なるプレーが不可能と判断した時、競技規定に定めてあるラウンド数を短縮する

ことができる。 

 

１２．競技の成立  本競技の参加者全員が正規のラウンドを終了できなかった場合は、各校 １８ホ

ール終了をもって成立とする。 

 

１３．遅延プレーに対する罰則 

          感染対策の観点に基づき、本競技では遅延プレーに対して以下の罰則を設ける。 



          予め指定された確認地点においてタイムパーより 5 分以上の遅延があった場合 

          1 度目    厳重注意 

          2 度目    一般の罰（2 ペナルティー） 

          3 度目    競技失格 

           

１４．賞・賞状   優勝、準優勝、第 3 位  …賞状、トロフィー、メダル 

          最優秀選手（メダリスト）…賞状、トロフィー 

 

１５．取得権利・ブロック昇降格（※該当ブロックが成立した場合） 

 ◎男子 F ブロック１・２位校は男子 E ブロックに自動昇格 

◎女子 D ブロック１位校は女子 C ブロックに自動昇格 

◎女子 D ブロック７・８位校は女子 E ブロックに自動降格 

          ◎女子 E ブロック１・２位校は女子 D ブロックに自動昇格 

 

１６．参加料金等  ★エントリーフィー：1 校 20,000 円 

          ★抗原検査費用【学連指定のキット１名あたり 770 円】 

※検査方法については感染対策要項を参照・ワクチン２回接種済みの場合は学

連に別途リスト提出（HP で別途提出フォーマット案内）該当者は検査不要。 

負担額: 加盟員 0 円 、監督・コーチ 770 円 

但し主務（主務に準ずる者）1 名、監督・コーチは 1 日 2 名までとする。 

           プレーフィー  ：4,800 円 

           キッチンカー利用 可（別料金） 

なお、感染対策上、食事のとり方のルールに関しては、後日発表の『感染対策要

項』に詳細を記載しますので、必ず確認の上そのルールを遵守すること。 

任意の練習ラウンド ：同料金 

＊非課税証明書を必ず提出すること  

ラウンド前に提出のない場合は課税（+700 円） 

 

１７．参加申込   １６項に記載の★の金額を下記★口座に振込み、 

下記書類を添付して事務局にメールする。 

           2021 年 8 月 5 日（木）〆切 

① 参加申込用 excel ※内容を記載して、ファイル名の末尾に大学名を入れる 

★エントリーフィー振込先：みずほ銀行 九段支店（店番号：532） 

                    普通 1663181 関東学生ゴルフ連盟会長 黒須一雄 

 

１８．その後のスケジュール、提出物について 



         上記１７．項 参加申込み後 

         ◎抗原検査をキット郵送で受け取る（感染対策要項参照） 

         ①8 月 15 日までに指定練習日ラウンド予定のメンバー氏名を直接コースへ連絡。 

②感染対策要項に従って該当期日に検体採取・陰性であることをメール提出 

（フォーマットあり）この提出が団体エントリー（選手登録）を兼ねる。 

         ③8 月 18 日（水） 指定練習日 朝 体調管理シート提示 現地、受付へ 

         ④                 非課税証明書類提出 フロントへ 

⑤-1                 16:00 までに初日対戦表提出 コースに FAX または本部へ 

                    組合せはその後ホームページにアップされます。 

         ③-2 8 月 19 日（木）初日 朝 体調管理シート提出 現地、受付へ 

         ⑤-2         16:00 までに最終日対戦表提出 本部へ 

                        組合せはその後ホームページにアップされます。 

           ④-3  8 月 20 日（金）最終日 朝 検温 

⑥  各試合日共通 今回コロナ禍の対策の一環として、検査で陰性が確認された

登録選手内であれば当日の選手変更を認める。変更については当日選手変更

届を各大学トップスタートの 30 分前までに、現地連盟本部に提出すること。 

 

１９．クラブハウスの利用について トイレ・ロッカーの利用可               

＊ロッカー、脱衣所、シャワーの使用に関しても、後日発表される『感染対策要項』

においてその詳細内容を確認すること。 

 

２０．オープン時間 クラブハウス…6:30 、練習場…6:30         

 

２１．ミーティング・表彰式 等   開催しない 

 

２２．会計     各校 1 名が全員分を纏めて学校単位で最終日一括精算をする。 

           

２３．練習場    1 コイン 30 球 500 円 

          スタート前の練習は 1 コイン フロントまたはマスター室で代表がサイン 

使用クラブ制限：無し 

練習場・パッティンググリーン利用は各校最終組ホールアウト後３０分まで 

 

２４．ギャラリー  エントリー用紙に記載のある者以外の入場は認めない。 

 

２５．宿泊     各校手配 各校から直接予約をいれること。 

          参考：サンコー併設ホテル 



 シングル＝5,500 円（朝食付・税込） 

ツイン（1 名利用）＝6,600 円（朝食付・税込） 

                           

２６．補助員    なし 

 

２７．諸注意     ①無断欠席した大学は 1 年間の出場停止処分となり始末書の提出を要する。 

          ②日本ゴルフ協会ゴルフ規則（2019 年度版以降）、目土袋、スコップ無き者は 

失格とする。 

          ③ボールマーク、ディボットは徹底して修復すること。 

          ④プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないように注意すること。

プレーを不当に遅らせた場合はペナルティーを課す。 

          ⑤ローカルルールや競技の条件に追加、変更があるときは、掲示板に告示する。 

          ⑥プレーヤーその所属校の部員にエチケット違反、または非行があった場合には 

           関東学生ゴルフ連盟が定める「競技者の義務」に基づき、制裁を受ける事があ

る。また、重大な非行があった場合には、規則 1.2a に基づいて失格とするこ

とがある。 

⑦学生は会場敷地内全面禁煙、駐車場車内も不可。 

喫煙が発覚した場合、出場停止処分とし、始末書の提出を要する。 

但し期限については競技委員会の決定に準ずる。 

          ⑧染髪（茶髪）に関しては、主将・主務が徹底して指導すること。 

          ⑨プレー中は着帽すること。 

           スタート時に帽子のない者は競技失格とし、始末書の提出を要する。  

⑩任意の練習・合宿等において、帯同する監督コーチは、コースや連盟の保険対

応は無いので、自己責任（ゴルファー保険の加入）での立入りとなる。 

 

２８．監督・コーチ 本競技会は、ソーシャルディスタンスを取ることを条件に監督・コーチのハウス

内及びコース内への立ち入りを認める。（フェアウェイ可・歩き） 

          また、監督・コーチの内１名が競技会場に来場する場合は選手同様の感染対策 

を行うこととして、検査確認書の提出を要する。 

  

２９．非課税    『ゴルフ場利用税非課税に関する（証明）届出書』（群馬県用）と 

『非課税届出利用者名簿』の 2 点に必要事項を記入の上学長の証明印をもらう 

こと。また、本人であると確認できる証明（学生証など）が必要になるため準備

すること。本手続きには学連は一切関与しないので、各大学で責任を持って行う

こと。試合当日までに提出のない場合には受け付けない。（課税） 

 



３０．感染対策 

   ①本競技会に参加する全ての加盟員は、本連盟が定めた「感染症ガイ

ドライン」に従った行動を取らねばならない。 

   ②参加者は常に三密を避け、感染防止に努めなければいけない。 

   ③本競技会で使用する手指消毒液は全てアルコール系消毒液となるの 

で、アルコールアレルギーの者は個人用の消毒液を持参すること。 

④トイレを使用する際には、必ず入場前と用便後の洗面前にアルコー 

ルによる手指消毒を行うこと。 

   ⑤選手はホール毎に、カートに搭載された消毒液を用いて手指消毒を 

行うこと。 

   ⑥選手はプレー中を省く全ての時にマスクを着用しなければいけない。 

   ⑦熱中症対策になるので、日傘をさすこと。 

   ⑧アテストの際には必ずマスクを着用し、短時間で済ませること。 

   

３１．連絡先    関東学生ゴルフ連盟 

          〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 3-9-3 チヨダビル 4 階 

          電話 03-3263-4377  FAX 03-3263-4590 

以上 

 



 



 


