
〔第３９回体協ゴルフ大会兼第９回熊本県小・中・高校ゴルフ大会　開催要項〕

１ 「参加資格」 ・熊本県在住のアマチュアゴルファー及び、県ゴルフ協会加盟クラブの会員 熊本県小・中・高校ゴルフ大会 １８ホールの２日間　計３６ホール
＊オープン参加は認めない 個人戦

２ 「地区大会 ① 中・高男子 平成　１０年　４月　２日以降に生まれた男子
及び、選考会」 体協ゴルフ大会 ② 中・高女子 平成　１０年　４月　２日以降に生まれた女子

一般男子 ③ 小学生 ４年生～６年生　１８ホールの２日間　計３６ホール
北部・中部・南部に分けて１８ホールズストロークプレーで、本戦進出者 １年生～３年生　　９ホールの２日間　計１８ホール
を決定する。通過人数は、２００名（シード選手１０名を含む）とし、北・中 団体戦
南の参加申込み比率において通過者数を決定する。通過者数の順位に ① 高校（男子・女子）、中学校（男子・女子）、小学校（男子・女子）の６部門にて
タイが生じた場合は、マッチング・スコアカード方式にて決定する。更に決 所属校の対抗戦とする。但し、小学生は、4年生～6年生とする。
定しない場合は、１８番ホールよりカウントバック方式にて決定する。
シニア・Mシニア・Gシニア・一般女子 ７ 「順位決定」
参加申込者が、予定数を超えた場合は選考会を行う。 体協ゴルフ大会

選考会　4月17日（日）迄に各参加申込みクラブにて 競技を終了し、１位がタイスコアの場合は、サドンデス方式によりプレーオフを行う。２位以下
熊本県小・中・高校ゴルフ大会 の順位にタイが生じた場合は、最終日スコアのマッチング・スコアカード方式にて決定する

参加申込者が、予定数を超えた場合は選考会を行う。 更に決定しない場合は、１８番ホールよりカウントバック方式にて決定する。
選考会　4月17日（日）迄に各参加申込みクラブにて 熊本県小・中・高校ゴルフ大会

個人戦 体協ゴルフ大会と同様。
３ 一般男子「北部・中部・南部地区割」 団体戦 各校３名でチームを結成し、各日上位２名の３６ホール合計のスコアで順位を決定

北部地区 ・くまもと中央 ・中 九 州 ・菊池高原 ・玉　　名 ・菊　　池 する。但し、２名での参加も可。また、各校で、複数チームの参加も可とする。
・ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ ･阿蘇大津 ･小 岱 山 ･植　　木 ･熊本空港 競技を終了し、１位にタイが生じた場合は、最終日の最少スコア者にて決定する。
･司ロイヤル ・司　菊　水 ･鹿　　北 ･鹿　　央 それもタイの場合は、２人目の最少スコア者で。それもタイの場合は、最少スコア

中部地区 ・くまもと阿蘇 ・肥　　後 ・あつまる阿蘇 ・阿蘇東急 ・グランド 者のスコアカードで、マッチング・スコアカード方式にて決定する。更に決定しない
・やまなみ ・熊 本 南 ・高 遊 原 ・矢　　部 時は、１８番ホールよりのカウントバック方式にて決定する。２位以下は、順位を共
・チサン御船 ・グリーンヒル ・阿蘇ﾊｲﾗﾝﾄﾞ ・阿蘇グランヴィリオ 有する。

南部地区 ・ﾁｪﾘｰ天草 ・球　　磨 ・不 知 火 ・くまもと城南 ・八　　代
・クラウン ・ワールド ・ﾁｪﾘｰ宇土 ・ｻﾞ･ﾏｽﾀｰｽﾞ ８ 「参加申込み」
・チェリー人吉 ・あつまるレーク 　４月３日（日）迄に、参加申込書に必要事項を記入の上、大会参加料３,０００円を添えて、

県ゴルフ協会加盟クラブへ申し込む事。但し、参加申込み締切日後の参加取り消しは、参加
４ 「期日及び開催場所」 料の返金は行わない。尚、シード選手には、県ゴルフ協会事務局より案内を行い、シード選

○グロス競技 手は、大会参加料３,０００円を添えて、県ゴルフ協会加盟クラブに締切日迄に申し込む事。
　　　体協ゴルフ大会 ＊ 熊本県小・中・高校ゴルフ大会の団体戦の参加費は無料。個人戦の参加料３，０００円を添え

一般男子 て、県ゴルフ協会加盟クラブへ申し込む事。チーム編成は、第一戦開催日の前日までに、県
北部地区大会 　５月１３日（金） 司菊水ゴルフクラブ ゴルフ協会事務局に登録する事とする。
中部地区大会 　５月１３日（金） 熊本南カントリークラブ
南部地区大会 　５月１３日（金） ワールドカントリークラブ ９ 「組合せ」
第一戦 　６月１０日（金） あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 組合せは、決定しだい、直ちに県ゴルフ協会加盟クラブへ通知する。県ゴルフ協会加盟クラブ
決　 勝 　６月２４日（金） 熊本空港カントリークラブ は、大会終了まで、責任を持って、各受付選手に必ず連絡を行う。

シニア
第一戦 　６月　７日（火） 肥後サンバレーカントリークラブ １０ 「表　彰」
決　 勝 　６月２９日（水） くまもと中央カントリークラブ 体協ゴルフ大会

Mシニア・一般女子 ① 一般男子 ・優勝 優勝カップ（持回り）、賞品
第一戦 　５月２０日（金） 阿蘇東急ゴルフクラブ ② シニア ・２位～３位 賞品
決　 勝 　６月１７日（金） 九州ゴルフ倶楽部　小岱山コース ③ Mシニア ・参加人数により

Gシニア ④ Gシニア 　４位～１０位～２０位に賞品を贈る。
第一戦 　５月１７日（火） 鹿北ゴルフ倶楽部 ⑤ 一般女子 ・他、参加者全員に参加賞を贈る。
決　 勝 　６月　２日（木） 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ ＊一般女子は、５０歳以上をレディスマスターズ、５０歳未満をレディスとして

 　２部門に分けて表彰を行なう。但し、優勝カップは、総合で優勝者に与える。
体協ゴルフ大会　 　　　熊本県小・中・高校ゴルフ大会  　それ以外は、参加人数により賞品を贈る。

第一戦 　５月　２日（月） 不知火カントリークラブ
決　 勝 　５月２７日（金） チェリーゴルフ天草コース 　　（レディスマスターズは、昭和4１年12月31日以前に生まれた方とする。）

５ 「競技規則」 競技は、今年度（財）日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び、本競技ローカル 熊本県小・中・高校ゴルフ大会
ルールを適用する。 　個人戦 ① 中・高男子 ・優勝 優勝カップ（持回り）、賞品

６ 「競技部門」 競技（地区・選考会を除く）は、次の区分で行う。 ② 中・高女子 ・２位～３位 賞品
○グロス競技 ③ 小学生 ・参加人数により 　４位～１０位～２０位に賞品を贈る
　　　体協ゴルフ大会 １８ホールの２日間　計３６ホール ・他、参加者全員に参加賞を贈る。

① 一般男子 平成　１０年　４月　１日以前に生まれた男子 　団体戦 各部門優勝校に優勝旗持ち回り）
② シニア 昭和３６年１２月３１日以前に生まれた男子
③ Mシニア 昭和２６年１２月３１日以前に生まれた男子
④ Gシニア 昭和２１年１２月３１日以前に生まれた男子 １１ 「指定練習日」
⑤ 一般女子 平成　１０年　４月　１日以前に生まれた女子 大会開催日の２週間前より行う事。但し、土・日・祝を除く。（予約制）



１２ 「特　典」
シード権 ①の入賞者は、次年度の地区大会が免除される。

②～⑤の入賞者は、次年度の選考会が免除される。
　①一般男子 １位～１０位迄の入賞者
　②シニア １位入賞者
　③Mシニア １位入賞者
　④Gシニア １位入賞者
　⑤一般女子 総合優勝者

１３ 「プレー費」
　指定練習日２回及び大会当日はキャディ付き、「７，５００円＋利用税+消費税」
　セルフ会場は【５，０００円＋利用税+消費税】とする
　中・高校大会は、「４，０５０円+利用税」（セルフ,消費税込）とする。小学生大会は、危険防止の為、キャディ
付きで１８ホール「７，５００円+消費税」とする。１年生～３年生は、キャデイ付きで９ホール
「４，０５０円」（消費税込）とする。但し、選考会開催の際も、同様の金額で行う。
　尚、練習ラウンドの際は、７０才以上及び、18才未満のゴルフ場利用税非課税処置を行う事
とする。該当選手は、申請を必ず行う事。 ○グロス競技
　但し、大会当日は、今大会が利用税非対象の大会と許可が出た場合、非課税処置を行うものとする。

　　体協ゴルフ大会
練習ラウンドについては、各会場「１，０００円」まではプレー費に加算する事が出来る。（各ゴルフ場の任意です。） 一般男子

北部地区大会 　５月１３日（金） 司菊水 （セルフ）
　小学１年生～３年生が、練習で１８ホールラウンドした場合は、９ホールの倍の料金とする。 中部地区大会 　５月１３日（金） 熊本南 （セルフ）

南部地区大会 　５月１３日（金） ワールド （セルフ）
１４ 地区大会の荒天時及び日没時の対応について 第一戦 　６月１０日（金） あつまる阿蘇 （セルフ）

・ 荒天及び日没等の場合、前半９ホールで競技成立の場合があります。その際、 決　 勝 　６月２４日（金） 熊本空港
予選通過数はアウト・インの参加者数にてそれぞれ算出します。 シニア

第一戦 　６月　７日（火） 肥後サンバレー
１５ 「その他」 決　 勝 　６月２９日（水） くまもと中央

① 無帽でのプレーは禁止する。 Mシニア・一般女子
② 携帯電話等のコース内での使用は禁止する。 第一戦 　５月２０日（金） 阿蘇東急 （セルフ）
③ 小・中学生は、大会参加申込みの際、事前に学校へ届け出て参加する事。 決　 勝 　６月１７日（金） 九州GC小岱山

Gシニア
１６ 「岩手国体」関係連絡事項 第一戦 　５月１７日（火） 鹿北 （セルフ）

・ 今大会は、「岩手国体」ゴルフ競技会熊本県代表選手選考会（参考資料） 決　 勝 　６月　２日（木） 阿蘇グリーンヒル
　 を兼ねるものとします。
・ 派遣選手資格は、国体の参加規程によります。 体協ゴルフ大会　 　　　熊本県小・中・高校ゴルフ大会
・ 「岩手国体」該当種目 第一戦 　５月　２日（月） 不知火

決　 勝 　５月２７日（金） チェリー天草

成年男子 ー 一般男子 主　催 熊本県体育協会 熊本県ゴルフ協会
女　　子 ー 一般女子 後　援 九州ゴルフ連盟 熊本日日新聞社 NHK熊本放送局
少年男子 ー 平成１３年４月１日以前に生まれたジュニア男子 熊本放送　テレビ熊本　熊本県民テレビ　熊本朝日放送
女　　子 ー 平成１３年４月１日以前に生まれたジュニア女子 協　賛 熊本県ゴルフ協会加盟ゴルフ場　３８クラブ

協　力 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱　  ㈱ダンロップスポーツ西日本支社

ゴルフタイムス熊本

○第７１回国民体育大会「岩手国体」ゴルフ競技会の熊本県代表選手
　 選考会（参考資料）を兼ねるものとします。　

１７ 「日本スポーツマスターズ」関係連絡事項
・ 今大会は、「日本スポーツマスターズ　秋田大会」ゴルフ競技会熊本県代表 ○第１６回日本スポーツマスターズ「秋田大会」ゴルフ競技会の熊本県代表
・ 「日本スポーツマスターズ」該当種目 　 選手選考会（参考資料）を兼ねるものとします。

男　子 ー シニア
女　子 ー 一般女子 ＊大会参加申込者は、欠場しないように事前に日程調整を行い

＊但し、女子は、昭和４１年１２月３１日以前に 　 参加申込みをお願いします。
　 生まれた方を対象とする。

・ 派遣選手資格は、熊本県に居住地を示す現住所のある方か、熊本県に
勤務地がある方とします。

　　平成２８年度

　　熊本県民体育祭オープン競技

第３９回　体協ゴルフ大会兼

第９回熊本県小・中・高校ゴルフ大会　
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