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◆クラブハウス玄関前（車寄せ）はキャディバック等荷下ろし時を除き駐停車禁止です
◆携帯電話の使用は他のお客様のご迷惑にならないようご配慮お願いいたします
◆喫煙は決められた場所でお願いいたします
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※はアマチュア

◆受付開始時間は７:0０です

◆各自スタート時間の３０分前までにご来場下さい

◆交通渋滞が予想されますのでご注意下さい

◆ラウンドの際はスパイクレス、ソフトスパイクシューズでお願い致します

◆欠席により組合せが変更する場合があります

蒼海奈 金城

風花
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2／24現在

研修生・アマチュア予選会
令和3年2月22日(月)

場所：アートレイクゴルフ倶楽部

【競 技 規 則】
この競技においては、次の競技特別規則を適用する。
この競技特別規則に定めない事項は、日本ゴルフ協会競技規則を適用する。

【競技の条件】
１．使用クラブ・ボールの使用制限
（a）使用クラブの規格：
『適合ドライバーヘッドリスト・ローカルルールひな型 G‐1』を適用する。
（b）使用ボールの規格：
『溝とパンチマークの使用・ローカルルールひな型 G‐2』を適用する。
（c）使用ボールの規格：
『適合球リスト・ローカルルールひな型 G‐3』を適用する。
※ワンボールルールは適用しない
２．正規のラウンドプレー中、プレーヤーは乗用カートに乗る事ができる。
３．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に委員会によって指定された者以外をキャディーと
して使ってはならない。
ローカルルールの違反の罰：
・そのプレーヤーはそうしたキャディーに援助してもらった各ホールに対して一般の罰。
・違反がホールとホールの間で起きたり、ホールとホールの間まで続く場合、プレーヤーは次のホールで一般の罰。
４．競技の終了は、競技委員会の発表を持って終了とする。
５．ラウンド中に 2 点間の直線距離以外の高低差などが計測できる距離測定器を使用した場合は、プレーヤーは
ゴルフ規則 4.3a の違反となる。
６．プレー中での練習器具に類するものの使用を禁止します。使用した選手はその時点で失格とする。

【競 技 特 別 規 則】
１． アウトオブバウンズの境界は「白杭」のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。
ただし、現にプレーするホールの白杭を結ぶ線を越えて、他のホールに止まった球は、アウトオブバウンズの球と
みなす。
２． 修理地の区域は､「青杭」又は「青杭と白線」をもってその限界を標示し、その区域からのプレーは禁止する。
３． コース内のすべての池はレッドペナルティエリアとし、
「赤杭」および「赤線」をもってその限界を標示する。

４． ジェネラルエリアの張り芝の継ぎ目は修理地とし、球がその継ぎ目の中にあるか、触れているか、意図するス
イングの障害となる場合救済を受けることができる。障害がスタンスのみの場合この障害から救済はできない。
（張り芝の区域内全ての継ぎ目は同じ継ぎ目とみなす）。
５． コース内にあるすべての人工の構築物は、
「動かせない障害物」とする。
但し、ティーイングエリア、バンカー、池の枕木及び法面保護の為の枕木は障害物ではない。
６． 人工の表面を持つ道路に接した排水溝はその道路の一部とみなす。 排水溝は動かせない障害物とする。

７． グリーン上においてはパター以外のクラブの使用を禁止する。
規則 5.5b は次のように修正される。
２つのホールのプレーの間、プレーヤーは次のことをしてはならない
・終了したばかりのパッティンググリーンやその近くで練習ストロークを行う。ただし、９ホール終了後の練習グ
リーンでのパッティングのみ可とする。または、
・終了したばかりのパッティンググリーンの表面をこすったり、球を転がすことによってパッティンググリーン
面をテストする。
８． 競技の短縮

委員会は、コース状況が適性なるプレー不可能と判断した時は、競技の条件に定めてあるホール数

を短縮することができる。
９． 電磁誘導カートの２本のレールは、その２本のレールの全幅をもって１つのカート道路とみなす。
１０． どのホールであっても、競技者がスコアカードを提出する前には罰を受けていたことを知らずに 1 打または複数
の罰打を含めなかったために、真実より少ないスコアを提出していた場合、その競技者は競技失格とはならない。
このような状況では、その競技者は該当する規則に規定されている罰を受けるが、ゴルフ規則 3.3b(3) に違反した
ことに対する追加の罰はない。該当する罰が競技失格である場合にはこの例外は適用しない。

１０． プレーの中断；プレーの再開
（1）険悪な気象状況にあるため委員会の決定によりプレーが中断となった場合で、同じ組の競技者全員が
ホールとホールの間にいた時は、各競技者は委員会よりプレー再開の指示が出るまで、プレーを再開して
はならない。１ホールのプレーの中途であった時は、各競技者はすぐプレーを中断しなければならない。
その後、委員会よりプレー再開の指示が出るまでプレーを再開してはならない。 （違反は競技失格）
（2）プレーの中断と再開の合図について(規則 5.7b 参照)
険悪な気象状況のための即時プレー中断 ： １回の長いサイレンを鳴らして通知する。
通常のプレーの中断 ： サイレンを断続的に鳴らして通知する。
プレー再開 ： サイレンを断続的に鳴らして通知する。
１１． 『ゴルフ規則の詳説・ローカルルールひな型 E‐12 』を適用する。
１２． 『ゴルフ規則の詳説・ローカルルールひな型 G‐9 』を適用する。
【注 意 事 項】
１． 使用ティは青マークを使用する。ノータッチ、ＯＢは打ち直しとする。
２． スタート時間５分前には、必ずティーイングエリア周辺に待機すること。
３． 進行に関して先行組との間隔を不当にあけないようにすること。不当な遅延については、規則 5.6a により罰せら
れることがある。
４． 練習は指定練習場で行い、スタート前の練習は１人１箱までとする。
また打球がコース内に入る恐れがあるため、アイアンのみの使用とし、ラウンド後の練習場はクローズとする。
５． ９ホール終了後､クラブハウスへの立ち入りを可とする。
６． ラウンド中、競技者は部外者を近づけないよう十分留意する事。罰せられることがある。これを怠ると、規則 10.2a
により罰せられることがある。
７． 同スコアの場合は、１８番ホールからのカウントバックにより順位を決定する。
８． 競技特別規則に変更または追加のある時は､スタートにて掲示する。

,

サンケイスポーツ大阪レディスオープン 競技委員会

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う
予選会当日の運営方法について
『サンケイスポーツ大阪レディスオープン』予選会では、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、JGA 指針に従い以下の対策を設けて実施いたします。ご参加の皆様方にはご迷惑をお掛けしま
すが、何卒順守の上、ご参加いただきますようお願い申し上げます。
※今後公的機関等からの情報によっては、運営方法を変更する場合があります。

□受付・精算
・朝クラブハウス内に入られる際は、必ずマスク着用にてお願い致します。
・当日朝、各自で体温を計測して下さい。また受付時にも検温を実施します。
37.5℃以上ある方(高熱の方)は大会参加をご遠慮して頂きます。
・フロント受付後、ロッカー使用は任意とします。また浴室・シャワーの使用を原則推奨しませ
ん。ただし、短時間での脱衣場での着替えや洗面の使用は認めます。

□ラウンド
・プレー中やレストラン以外では必ずマスクを着用してください。
プレー時も極力飛沫を出さないよう、大声で話さないなど周囲へのご配慮をお願いします。
・飛沫感染防止のため、なるべく乗用カートに乗らずにプレーすることを推奨します。
・できるだけ、ソーシャルディスタンス(2m)を意識してプレーしてください。

□アテスト
・アテストエリアでは密にならないよう、間隔を空けてお座りください。
・雑談などおしゃべりは控えて頂きます様ご協力お願いします。

サンケイスポーツ大阪レディスオープン大会事務局
〒556-8663 大阪市浪速区湊町 2 丁目 1-57
月～金(祝日除く) 10 時～17 時まで
TEL：06-6633-5834

FAX:06-6633-231

