文部科学大臣杯争奪第４１回日本学生ゴルフ王座決定戦
文部科学大臣杯争奪第５回日本女子学生ゴルフ王座決定戦
主催：日本学生ゴルフ連盟
後援：スポーツ庁

www.ksga.jp

（公財）日本ゴルフ協会

※１１月１５日（火）から、体調管理チェックシートの記入が必要となります
１．期日及び場所

2022 年 11 月 29 日（火）～12 月 2 日（金）
【指定練習日：11 月 28 日（月）】
宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部
〒889-1602 宮崎県宮崎市清武町今泉丙 1331-1
TEL： 0985-85-8585 FAX：0985-85-8855

２．ゴルフ規則

日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、日本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

３．競技委員会の
裁定
４．プレーの条件

競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、全ての事柄について、この委員
会の裁定は最終である。
1 日 18 ホールストロークプレー、2 日間計 36 ホールの合計により、決勝ラウン
ド進出者 男子 16 名、女子 16 名を決定する。ただし、同スコアの場合は 2 日目
のスコア、さらにタイの場合は 2 日目のマッチングスコアカード方式により決勝
ラウンド進出者を決定する。
決勝ラウンドは、シングルスマッチプレー。
決勝ラウンド 1 日目 午前 18 ホール・午後 18 ホールの対戦により勝者 4 名が最
終日に進出する。最終日、午前 18 ホールの対戦によって決勝進出者を決定し、
午後の対戦によって順位を決定する。敗者の順位決定は最終日のみ。
なお、各対戦とも 18 ホール終了時点で AS の場合はエキストラホールへ進む。
最長でスタートから 4 時間経過までのホールで終了し、
AS の場合は抽選とする。
使用コース詳細：男子

7,042 yd

Par72

ティー 青

女子

6,300 yd

Par72

ティー

白

使用グリーン：ベントグリーン
ローテーション及びスタート時間：
練習日・予選 2 日間（ストローク・担ぎ） 8：00 スルー
決勝 2 日間（マッチ・カート乗車）8：00 １R 休憩 １R
ただし、マッチプレーの進行状況によっては休憩がない場合も
ある。簡易的な昼食を持参するように。
５．参加資格

１）シード保持者（前回 文部科学大臣杯 男女各上位８人）
２）今年度 日本学生ゴルフ選手権競技 上位 5 名

今年度 日本女子学生ゴルフ選手権競技 上位 5 名
３）以下の割振りに基づいて各地区学生ゴルフ連盟が推薦した選手（下記の人数に
上記１）２）を含む
男子 北海道２ 関東３９ 中部１０ 関西１９ 中四国３ 九州７ 計８０名
女子 北海道１ 関東１９ 中部５ 関西１１ 中四国２ 九州２ 計４０名
６．使用球の規格

ストロークを行う時に使用する球は、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いけない。（規則 4.2a）

７．使用ｸﾗﾌﾞの規格 ストロークを行う為に使用するドライバーは、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を持つものでなければいけ
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。

９．競技終了時点

本競技は、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。

１０．競技の短縮

委員会は、コースの状況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。

１１．競技の成立

本競技は 18 ホール終了をもって成立する（予備日は設けない）

１２．

：男子／女子 優勝者

賞

トロフィー

文部科学大臣杯賞状

男子／女子 準優勝・第 3 位 トロフィー
１３．取得権利

男子優勝者には、第 76 回日本学生ゴルフ選手権競技の参加資格を、
男子上位 8 名には、文部科学大臣杯争奪第 42 回日本学生ゴルフ王座決定戦
の参加資格を それぞれ付与する。
女子優勝者には、第 59 回日本女子学生ゴルフ選手権競技の参加資格を、
女子上位 8 名には、文部科学大臣杯争奪第 6 回日本女子学生ゴルフ
王座決定戦の参加資格を それぞれ付与する。

１４．参加申込

下記１６．項★の金額を下記まで振込み、
所定のエントリー用 Excel に申込内容を記載し、各地区連盟からまとめて
メール添付提出すること （info@ksga.jp）
★参加料振込先

みずほ銀行 九段支店（店番号 532）普通 1150871
名義 日本学生ゴルフ連盟 会長 黒須 一雄

１５．申込締切日

11 月 15 日（火）

１６．参 加 料

★エントリーフィー 5,000 円
〇ストロークプレー プレーフィー（担ぎ、指定練習日及び大会当日・２日目）
7,330 円（諸税・ロッカーフィ込、飲食代等別）
〇マッチプレー プレーフィー(カート乗車、３日目・最終日)
8,430 円（諸税・ロッカーフィ込、飲食代等別）
〇事前練習ラウンド（１ヶ月前から平日セルフプレー限定 直接予約）
8,000 円（諸税・ロッカーフィ込、飲食代等別、２バッグの場合の割増、1
人につき、プラス＠1,100 円）
※利用税非課税の申請がある場合、マイナス＠320 円

１７．練習場

打席数：15 打席

距離：280Y

使用クラブ制限：有
右から 7 打席のみ 250 ヤードまで。それ以外の打席 180 ヤードまで。
打球制限：1 箱 25 球（330 円、フロントまたはマスター室）
パッティング練習 ～16:00 まで且つ、ホールアウト後 30 分以内
近隣練習場
・宮崎空港ゴルフセンター
・薫る坂ゴルフ練習場
・光成ゴルフアリーナ(男子ドライバー使用不可)
１８．オープン時間

クラブハウス・レストラン・練習場ともに 6：30

１９．食 事

朝食 1,100 円

コースで取る場合は、11 月 25 日（金）までに申込むこと
（※Excel の朝食申込み用紙あり info@ksga.jp ）
昼食 自由。1,100 円 5～6 種類 限定メニュー。
２０．表 彰 式

12 月 2 日（金）全競技終了後
選手はゴルフウェアにブレザー、革靴を着用すること
場所：2 階レストラン

２１．宿

泊

２２．服装規定

各自・各校で手配
日本学生ゴルフ連盟服装規定を適用

２３．諸 注 意 ①無断欠席した者は 1 年間の出場停止処分となり、始末書の提出を要する

②ゴルフ規則（2019 年度版以降）、埋土袋、スコップ無き者は失格
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、またはタイムパーを大幅に逸脱した場合はペナル
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、クラブハウス内又は
スターティングホールのティーイングエリア付近に告示する。
⑥競技委員会は規則 1.2a に基づき、全ての競技関係者への暴言等を含め、エチ
ケットの重大な違反があったプレーヤーを競技失格にすることができる。
⑦学生は会場敷地内全面禁煙、駐車場車内も不可とする。
監督・コーチについてコースが指定する喫煙場所のみ喫煙可とする。
学生の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染髪に関しては、主将・主務が徹底的に指導する
⑨コースに来場する際はブレザー（制服可）
、革靴を着用のこと
⑩クラブハウスでは帽子を取ること、プレー中は帽子を被ること
⑪ロッカーは、通しで荷物を置くことは可能だが、カードキーは毎日返却し、各日
精算すること。
⑫コロナ感染対策については、別紙ガイドラインと「感染対策要項」厳守
２４．関係者の立入りについて
監督・コーチ・ギャラリー

コース立入り不可。

エントリーシートに記載された事前申請者のみ、来場すること。
スタートホールティーイングエリア、最終ホールグリーン周りのみ応援可。
クラブハウス立入り及びレストラン利用は可
２５．非課税証明

①『ゴルフ場利用税非課税に関する（証明）届出書』に選手氏名・生年月日等、
詳細必要事項を記入の上、学長の証明印をもらったもの。
②所属ゴルフ部の年間予定表
の２点を 下記、日本学連事務局まで事前に郵送すること。
11 月 25 日（金）必着で郵送
〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町 3-9-3

日本学生ゴルフ連盟

事務局

高原

チヨダビル 4 階

宛

また、本人であると確認できる証明（学生証など）が必要になる場合があるの
で、大会中携帯しておくこと。手続きに関しては、各大学で責任を持って行う
こと。
２６．感染対策

別紙

感染対策要項 参照

２７．抗原検査

本競技は、ワクチン２回の接種済みかどうかにかかわらず、来場する全員に対し、
事前に抗原検査を行う。
●11 月 25 日～26 日 AM に検査 結果を 26 日 14:00 までにメール
（※提出アドレス等、詳細別途

２８．連 絡 先

感染対策要項 １１月に追加案内 参照）

日本学生ゴルフ連盟
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 3-9-3 チヨダビル 4 階
学連℡ 03-3263-4377

日本学生ゴルフ連盟 公式 LINE

日本学生ゴルフ連盟

