
中部合同月例杯
ハンディキャップインデックス競技
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リゾートトラストグループ
中部圏6ゴルフ場 開催競技

4月22日（木） スプリングフィールドゴルフクラブ
5月25日（火） ザ･トラディションゴルフクラブ
6月22日（火） セントクリークゴルフクラブ
7月20日（火） グレイスヒルズカントリー倶楽部
8月26日（木） パインズゴルフクラブ

9月22日（水） グランディ浜名湖ゴルフクラブ
10月26日（火） グレイスヒルズカントリー倶楽部
11月24日（水） スプリングフィールドゴルフクラブ
12月 7日（火） セントクリークゴルフクラブ
1月26日（水） ザ･トラディションゴルフクラブ
2月24日（木） グランディ浜名湖ゴルフクラブ

2021年

2022年

■ 参加資格
上記中部地区6ゴルフ場所属の会員様で
ハンディキャップインデックスを取得されている方

2021
中部合同月例杯料金
詳しくは
開催月ゴルフ場のHPを
ご覧ください。

■ 競技方法
18Hストロークプレー
JGA/ＵＳＧＡハンディキャップインデックスによる
アンダーハンディ競技

■ プレー料金 ■ 表彰各賞(２クラス分け表彰)
■ マスタークラス（～13.4）
■ レギュラークラス（13.5～）

入賞　各クラス  優勝～5位
※入賞者は「グランドマンスリー大会」への
　出場権利　獲得

年間スケジュール年間スケジュール年間スケジュール年間スケジュール

2022年 3月24日（木）
パインズ
ゴルフクラブ

グランド
マンスリー大会



開催ゴルフ場 （6会場）

☎0564-46-1313
☎0565-65-3366

セントクリーク ゴルフクラブ

ザ･トラディションゴルフクラブ

パインズゴルフクラブ

スプリングフィールドゴルフクラブ

グレイスヒルズカントリー倶楽部

グランディ浜名湖ゴルフクラブ

☎0565-64-2204 ☎0572 -25-1111
☎059-327-2221
☎053-488-0121

予選会 全11回
2021年4月～2022年2月
予選会 全11回

2021年4月～2022年2月
ハンディキャップインデックス

取 得

参加資格

各 自
所属ゴルフ場へエントリー

エントリー締め切り
開催2週間前

基本、郵送にてご通知

中部合同月例杯
18H ストロークプレー

入賞：各クラス5位まで入賞

2クラスに分けて表彰

グランドマンスリー大会
パインズゴルフクラブ

決勝大会 2022年3月24日（木）

申し込み締め切り時点で競技参加者が8名に満たない
場合は競技不成立とする。委員会が当日のコース状況
や天候等で正規のラウンドが困難と認めたときはその
競技を中断、短縮、不成立とする。

1.  競技の成立

2. 競技参加資格
競技参加者は中部6クラブのいずれかのクラブで
「JGA/USGAハンディキャップインデックス」を取得して
いる会員に限る。ただし、特に事務局が認めた場合はこの
限りではない。

競技規定競技規定

競技細則競技細則

付則付則

◆ 競技方法18ホールストロークプレー、JGA/USGA
　ハンディキャップインデックス（NEW J－sys）による
　アンダーハンディ競技
◆ 使用ティ(選択制)

本競技細則の運営に関する事項は、中部合同月例杯
実行委員会(以下委員会)が決定するも、開催クラブが
これを代行することができる。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。

◆ 中部合同月例杯事務局

(1)エントリーは開催日の2カ月前からとする。
(2)締め切りは開催日より2週間前としキャンセル発生によ
る補充は前日正午までとし開催ゴルフ場の判断とする。  

(3)キャンセル料は開催ゴルフ場の規定に従うものとする。
(4)予選会は原則定員80名とする。定員に達した場合、
　 締め切る場合がある。

1.  競技参加の申し込み、締め切り及び取り消し

年間スケジュール年間スケジュール

2021 中部6ゴルフ場 合同月例杯 競技案内
リゾートトラストグループ

本細則に規定のない項目はJGAゴルフ規則及び開催
クラブローカルルールを適用する。

◆ 競技規則

開催月に算出されたJGA/USGAハンディキャップイン
デックスを用いてスコアを算出する。 本競技においてタイ
が生じた場合は、マッチングスコアカードにより決定する。

3. 優勝者及び入賞者の決定方法

競技参加者で6カ月間スコアカードを提出していない方
(インデックスが更新されていない方) は入賞の資格を
有しない。
注:スコアカードはJGA加盟クラブでスロープレーティング
取得のものに限る

4. 入賞資格

5.委員会が事前にやむを得ないと認めたときは、
　本細則の施行にあたり適宜の処置をとることがある。

エントリー方法

2021年
4月22日（木）
スプリングフィールドゴルフクラブ
5月25日（火）
ザ･トラディションゴルフクラブ

6月22日（火）
セントクリークゴルフクラブ
7月20日（火）
グレイスヒルズカントリー倶楽部
8月26日（木）
パインズゴルフクラブ
9月22日（水）
グランディ浜名湖ゴルフクラブ
10月26日（火）
グレイスヒルズカントリー倶楽部
11月24日（水）
スプリングフィールドゴルフクラブ
12月  7日（火）
セントクリークゴルフクラブ

2022年
1月26日（水）
ザ･トラディションゴルフクラブ
2月24日（木）
グランディ浜名湖ゴルフクラブ

2021.5/27thu・28fri・29sat・30sun

5月は女子プロトーナメント
セントクリークゴルフクラブ

エントリー

※キャンセルなど変更の際は、
　各自で所属ゴルフ場へご連絡ください。

組み合わせ

スタート前に各自使用ティを選択

グランドマンスリー大会
出場権利獲得となります。

ハンディキャップインデックスを取得するには？ハンディキャップインデックスを取得するには？
「NEW J－SYS」（日本ゴルフ協会が運営するハン
ディキャップシステム）に登録が必要になるため、所属
ゴルフ場にお申し出ください。2カ月以内にプレーした
スコアカード最低５枚以上をご提出いただければ、次
月１日にインデックスが算出されます。（ハンディ
キャップの更新も毎月1日に行われます。）

〈マスタークラス ～13.4〉
〈レギュラークラス 13.5～〉

　 

6.毎月各クラス成績上位5名はグランドマンスリー大会
への出場権利を獲得する。グランドマンスリー大会での
インデックスは開催月のものとする。



2021中部合同月例杯料金

開催月 開催ゴルフ場 所属会員様 ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾞﾙﾌ場会員様 備考

2021.4月 4月22日 木 スプリングフィールドGC 11,030 11,360

5月 5月25日 火 ザ・トラディションGC 10,810 11,140

6月 6月22日 火 セントクリークGC 11,630 11,960

7月 7月20日 火 グレイスヒルズカントリー倶楽部 10,330 10,660

8月 8月26日 木 パインズGC 10,620 10,620

9月 9月22日 水 グランディ浜名湖GC 12,385 12,715

10月 10月26日 火 グレイスヒルズカントリー倶楽部 10,380 10,710

11月 11月24日 水 スプリングフィールドGC 11,030 11,360

12月 12月7日 火 セントクリークGC 11,630 11,960

2022.1月 1月26日 水 ザ・トラディションGC

2022.2月 2月24日 木 グランディ浜名湖GC

2022.3月 3月24日 木 パインズGC 10,620 10,620 2021年度　グランドマンスリー大会

2022年度　予選月
2022.1月、2月、2022.4月～2022.12月　全11回

2021年度　予選月

変更】
2021年度の　予選月が変更になります
2021.4月～2021.12月までの全9回を
予選月とします
ご入賞者様は
2022.3月 開催（パインズGC）
グランドマンスリー大会への
出場権利を得られます
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