
１．総　則
（1）クラブ競技の運営は、本規則による。
（2）本細則に規定のない場合は、ＪＧＡゴルフ規則に基づき
　　コンペティション委員会（以下委員会という）が決定する。
２．委員会の権限
（1）本規則の運営に関する一切の事項は、委員会がこれを
　　決定する。
（2）委員会は、必要に応じローカルルールを決めハウス内
　　に掲示する。
３．クラブ競技
　　本クラブのクラブ競技は、クラブ選手権、シニア選手権、
　　理事長杯、月例競技、年代別競技、木曜杯、シニア・レ
　　ディス競技、グランドシニア競技とする。
４．競技の成立
　　競技参加者が８名に満たない場合は不成立とする。委
　　員会が当日のコース状態等をプレーに適しないと認め
　　た時は、その競技を一時中断もしくは不成立とする。
５．一組の人数とハンディキャップ制限
　　競技は通常３人組または４人組にて行い、その組のH'cp
　　の合計は下記の制限を越えてはならない。
　　　　　    ４人組の場合のH'cp合計 ・・・・・１０５
　　　　　    ３人組の場合のH'cp合計 ・・・・・   ９５
　　但し、プレーオフにはこれを当てはめない。
６．競技参加者の資格
（1）競技の参加資格は、JGA/USGAハンディキャップイン
　　デックス取得者または、当クラブハンディキャップ取得者
　　に限る。
（2）競技参加者は、競技不参加者もしくは当クラブハンディ
　　キャップ又はJGA/USGAハンディキャップインデックスを
　　取得していない者とプレーしてはならない。
　　これに反するときは、その組全体を失格とする。但し、
　　特に委員会が認めた場合はこの限りではない。
７．スコアカード提出上の注意
　　１８ホール終了後及び競技終了後、遅滞なくスコアカー
　　ドにマーカーの署名を受け自身も署名の上提出のこと。
　　これを怠った場合は、失格とする。マーカーは同伴競技
　　者で棄権していない者に限る。
８．ハンディキャップ
（1）マッチプレーのH'cpはプレーヤー間のH'cpの差の3/4と
　　する。
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（2）月例競技、木曜杯で女子競技者が男子と同一ティでプ
　　レーをした場合はハンディキャップに｢５｣を付加する。
９．優勝者及び入賞者順位の決定
（1）クラブ選手権における１次予選通過は２０位タイまで、
　　２次予選通過は１０位タイまでとする。シニア選手権での
　　予選通過は２０位タイまでとする。
（2）クラブ選手権・シニア選手権の決勝で第１位がタイの場
　　合は、即日委員会の指定するホールにおいてホールバ
　　イホール方式によるプレーオフを行い優勝者を決定する。
（3）理事長杯
　　①予選で１６位タイの場合は、マッチング・カード方式に
　　　より順位を決定する。
　　②マッチプレーでタイとなった場合は、いずれか勝ちを
　　　得るまで試合を続行する。 ハンディホールは前のラウ
　　　ンドのホールと同じにする。
（4）別に定めのある場合を除きすべてのクラブ競技におい
　　てタイとなった場合の順位は、マッチング・カード方式に
　　より決定する。
10．入賞資格
　　競技参加者で下記の事項に該当するときは入賞資格を
　　失う。
（1）前回の同一競技においてカード未提出による失格又は
　　途中棄権した場合。
（2）６ヶ月以上カードを提出していないとき。
11．委員会が事情止むを得ないものと認めたときは、本細
　　則の施行にあたり適宜の処置をとることがある。
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（4）出場資格及び使用ティは次の通りとする。 　     注：（ａ）及び（ｂ）の更新されたリストは（www.jga.or.jp）
       で閲覧することができる。
５．険悪な気象状況によるプレーの中断（規則５.７）
　　危険な状況によるプレーの即時中断、または通常の中
    断はカート無線によって伝えられる。
    どちらの場合も、プレーの再開はカート無線によって伝え
    られる。
６．練習（規則５.２，５.５）
　  （ａ）プレーヤーはラウンド前やラウンドとラウンドの間に
    コース上で練習してはならない。
　  （ｂ）プレーヤーはプレーを終えたばかりのホールのパッ
　  ティンググリーン上やその近くで、練習をしてはならない。
　  また、プレーを終えたばかりの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のテス
    トをしてはならない。
    （マッチプレーを除く）
７．パッティンググリーンから行われたストロークを再プレー
    しなければならないケースの制限（規則１１.１）
　  規則１１.１ｂ例外２は、プレーヤーがパッティンググリー
    ンからプレーした球が偶然に次のものに当たった場合
    には適用しない。
    ・ そのプレーヤー、
    ・ そのストロークを行うためにそのプレーヤーによって
       使用されたクラブ、または、
    ・ ルースインペディメントとして定められる動物 (つまり、
      ミミズ、昆虫や簡単に取り除くことができる類似の動物)。
    そのストロークはカウントし、球はあるがままにプレーし
    なければならない。
    このローカルルールに違反して誤所から球をプレーした
    ことに対する罰：規則１４.７ａに基づく一般の罰。
８．後方線上の救済を受けて、救済エリアの外からプレーし
    た球（規則１７.１ｄ，１９.２ｂ）
    後方線上の救済を受ける場合、プレーヤーが関連する
    規則が要求する救済エリア内にドロップしたが、その救済
    エリアの外に止まった球をプレーした場合、その球をドロ
    ップしたときに最初に地面に触れた箇所から１クラブレン
    グス以内にその球が止まっているのであれば、追加の
    罰はない。この罰の免除は、球が基点よりホールに近
    い所からプレーされたとしても、元の球の箇所やペナル
    ティーエリアの縁を最後に横切ったと推定した地点より
    ホールに近づいてプレーしていなければ適用する。
９. ローカルルールの追加または変更はクラブハウスに提
　  示あった日から効力を発する。

　　赤杭と赤線が併用されている場合は、線がその限界を
　　標示する。
    （ｂ）レッドペナルティーエリアが境界に隣接している場合、
　　そのペナルティーエリアの縁はその境界まで及び、その
　　境界と一致する。
    （ｃ）７番ホールにあるペナルティーエリアの中に球がある
　　場合、規則１７.１に基づき救済を受ける。
　　または、追加の選択肢として元の球か別の球をドロップ
　　ゾーンにドロップすることができる。
　　このドロップゾーンは規則１４.３に基づく救済エリアである。
 ３．異常なコース状態（動かせない障害物を含む）（規則１６）
    （ａ）修理地
    （1）白線で囲まれ青杭で標示してある区域。
    （2）プレーヤーの球が張芝の継ぎ目の中にあるか、触れ
    ている場合、あるいは継ぎ目がプレーヤーの意図する
    スイング区域の障害となっている場合。
    （ｂ）動かせない障害物
    （1）白線の区域と動かせない障害物がつなげられている
    場合、一つの異常なコース状態として扱われる。
    （2）U字排水溝はジェネラルエリアの一部として扱われ、
    ペナルティーエリアではない（例外：ペナルティーエリアと
    してマーキングされている区域の中にあるU字排水溝）。
    （3）人工の表面を持つ道路に隣接しているU字排水溝は
    その道路の一部として扱う。
    （4）電磁誘導カート用の２本のコンクリート軌道は、全幅
    をもって道路とみなす。球がこのカート道路の上にある
    場合は、プレーヤーは規則１６.１ａの救済を受けなけれ
    ばならない。
    このローカルルールの違反の罰は２打。
    （5）コース内の防球ネットが動かせない障害物となる場合、
    その障害物の上を越えたり、中や下を通さずにニヤレス
    ポイントを決めなければならない。
    このローカルルールの違反の罰は２打。
４．クラブと球の規格（規則４.１，４.２）
    （ａ）適合ドライバーヘッドリスト
    プレーヤーが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。
    （ｂ）適合球リスト 
    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。
　  この条件の違反の罰は競技失格。

２．クラブ競技の参加申込及び取消
（1）参加申込は年代別競技、木曜杯が２ヶ月前の１日より
     月例競技、シニア・レディス競技、グランドシニア競技は
     ２ヶ月前の１０日より受け付ける。
     その他の競技は２ヶ月前の同日より受け付ける。
（2）クラブ選手権・シニア選手権・理事長杯は１０日前の
     午後５時にて締め切る。
（3）その他の競技は前日の午後５時にて締め切る。
３．ジェネラルエリアにおいて６インチプレースの時はＨ'cp
　　を９掛けとする。
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１．クラブ競技参加資格は次のとおりとする。
（1）月例競技ではＨ'cpをＡ・Ｂに区分し次の通りとする。
　　・ Ａクラス／０～１０     ・ Ｂクラス／１１～３０
（2）年代別競技では年令で区分し次の通りとする。 
    ・ Ｓ クラス／６０才以上 ・一般クラス／５９才以下
    ・ レディースクラス／女性
（3）木曜杯ではＨ'cpをＡ・Ｂに区分し次の通りとする。
　　・ Ａクラス／０～１４     ・ Ｂクラス／１５～３６

附　　則 １．アウトオブバウンズ（規則１８.２）
    （ａ）アウトオブバウンズ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。
    （ｂ）アウトオブバウンズに止まったり、そのアウトオブバ
　　ウンズを越えて止まった球は、他のホールではインバウ
　　ンズとなるコースの別の部分に止まったとしてもアウトオ
　　ブバウンズである。
２．ペナルティーエリア（規則１７）
    （ａ）レッドペナルティーエリアの境界は、赤杭と赤線をも
　　って標示する。
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