2022 年度第 41 回青森県トーオーカップゴルフ大会
兼国体成年男子候補選手選考会兼国体成年女子候補選手選考会
ローカルルールと競技の条件
日時：2022 年 6 月 10 日（金）8：30
場所：青森ロイヤルゴルフクラブ
標記競技には R&A と USGA が制定したゴルフ規則と、以下のローカルルールと競技会場で JGA が追
加または修正したローカルルールが適用されます。下記に規定されているローカルルールの全文につい
ては、2019 年 1 月施行のゴルフ規則のオフィシャルガイド（www.jga.or.jp に掲載）と R&A によって 4
半紀ごとに更新される詳説（www.jga.or.jp に掲載）をご参照下さい。
別途規定されている場合を除き、
ローカルルールの違反の罰は一般の罰
（ストロークプレーでは 2 罰打）
。
1.

アウトオブバウンズ（規則 18.2）
（1） アウトオブバウンズは白杭のコース側の地表レベルで結んだ線によって定められる。

2.

クラブと球の仕様
（1） 壊れた、または著しく損傷したクラブの取り替え：2019 年ゴルフ規則の詳説

ローカルル

ールひな型 G-9 を適用する。
（2） 46 インチを超える長さのクラブの制限：ローカルルールひな形 G-10 を適用する。
このローカルルールに違反するクラブでストロークを行ったことに対する罰―失格
(注)Ａクラス・Ｂクラスは国体候補選手選考を兼ねていることから、このルールは適用され
るので注意のこと。(但し、C クラス・Ｄクラスは除く)
（3） 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。
このローカルルールに違反するクラブでストロークを行ったことに対する罰―失格
（4） 溝とパンチマークの仕様：ローカルルールひな型 G-2 を適用する。
このローカルルールに違反するクラブでストロークを行ったことに対する罰―失格
（5） 適合球リスト：ローカルルールひな型 G-3 を適用する。
このローカルルールの違反に対する罰―失格
3.

ペナルティーエリア（規則 17）
（1） 片側だけ定められているペナルティーエリアは無限に及ぶ。
（2） 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。
（3） ペナルティーエリアの縁がコースの境界と一致する地点をプレーヤーの球が最後に横切っ
てからそのペナルティーエリアの中で見つかるか、そのペナルティーエリアの中に止まっ
たことが分かっている、事実上確実な場合、ローカルルールに基づいて反対側の救済を受け
ることが出来る。
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4.

異常なコース状態（動かせない障害物を含む）
（規則 16）
（1） 修理地
① 青杭を立て白線で完全に囲まれている区域
② レフェリーが異常であるとみなした地面の損傷個所（例：観客や車両の移動による損傷）。
③ 張芝の継ぎ目；ローカルルールひな型 F-7 を適用する。
④ パッティンググリーン上やフェアウェイの長さかそれ以下に刈ったジェネラルエリアにペ
イントされた線やドット（ヤーデージマーキングなど）は規則 16.1 に基づいて救済を受け
ることができる修理地として扱われる。そのペイントされた線や穴がプレーヤーのスタン
スに対してだけ障害となる場合、障害は存在していないものとして扱う。
（2） 動かせない障害物
① 動かせない障害物と白線で結んだ区域は 1 つの異常なコース状態として扱う。
② 動かせない障害物によって囲まれて造園された区域（花壇や低木の植込みなど）とその区
域に生長しているすべての物は 1 つの異常なコース状態として扱う。
③ 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 字溝）
④ 人工の素材で作られ、カート道路に沿って設置されている排水路はジェネラルエリアの動
かせない障害物として扱われ、そのカート道路の一部である。
（3） 地面にくい込んだ球
規則 16.3 は次のように修正される：バンカーの壁やヘリ（積芝の土の側面）にくい込んだ球
について罰なしの救済は認められない。

5.

プレーの中断（規則 5.7）
プレーの中断と再開には次の合図が使われる。
危険な状況のため即時中断：1 回の長いサイレン
通常の中断：3 回の連続するサイレン
プレー再開：1 回の短いサイレン
注：危険な状況のためにプレーが中断された場合、すべての練習区域も直ちに閉鎖される。プレー
ヤーがこの閉鎖を無視して練習した場合は懲罰的な措置をとることになる（委員会の措置 5H）

6.

練習
（1） ラウンド前とラウンドとラウンドの間の練習
規則 5.2b は次の通り修正する：
プレーヤーは、その日の自分の最終ラウンドのプレー終了後にそのコースで練習してはな
らない。ただし、指定練習区域を除く。
（2） ホールとホールの間の練習（規則 5.5b）
規則 5.5b を次の通り修正する：
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。

⚫

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。
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7.

パッティンググリーンからプレーされた球
規則 11.1ｂ例外 2 に基づいて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
2019 年ゴルフ規則の詳説 ローカルルールひな型 D-7 を適用する。

8.

キャディー
・正規のラウンド中、プレーヤーのキャディーの使用を禁止する。
このローカルルールの違反の罰：一般の罰を受ける。
＊なおプレー形式は共用の乗用カートとなります。

9.

スコアカードの提出
プレーヤーのスコアカードは、プレーヤーの両足が所定のスコアリングエリアから出た時点で委員
会に提出されたことになる。スコアカードを提出する前にスコアリングエリアを離れる必要のある
プレーヤーはスコアリングオフィシャルにその意思を告げなければならず、そしてすぐに戻らなけ
ればならない。

10. タイの決定
タイの決定方法は各競技の競技規定に定められるか、青森県ゴルフ連盟により会場で公表される。
11. 競技の結果－競技の終了時点
競技の結果はホームページに成績が表示された時点をもってその競技は終了となる。
注 意 事 項
1.競技の条件やローカルルールの追加、変更があるときはクラブハウスにて掲示して告示する。
2.プレーのペース（規則 5.6）
プレーヤーは競技ごとに掲示される『プレーのペースの方針』をプレー前に確認しておくこと。
このプレーの方針は厳格に実施される。
プレーのペースの方針の違反の罰
バットタイム１回目 レフェリーからの口頭での警告（さらなるバットタイムがあると罰を受ける
ことを告げる）
バットタイム２回目 １打の罰
バットタイム３回目 さらに２打罰
バットタイム４回目 失格
3.コース内での携帯電話の使用を禁止する。
（電源切断）
4.進行状況により混雑している場合は、競技委員会の判断によりショートホールで後続組に打たせる場
合がある。また、解除する場合も競技委員会の判断による。
青森県ゴルフ連盟
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お 知 ら せ
1． 指 定 練 習 日 ：

締め切り後から競技前日までの平日とする。料金は会員並み扱いとする。
但し、6 月 9 日（木）の最終スタート（ハーフ）は１４：００とする。

2． 組合せ
スタート時刻
3． 開場時間
受付
4.

料金の支払い

： 3 人組 OUT／IN スタート

場合によっては 2 人組となる場合がある。

8：30～8 分間隔
： 7：00
フロントでサイン願います。
： 各日精算願います。

5． 表彰式

： 表彰式は行いません。

6． ギャラリー

： 競技中コース内・クラブハウスへの立ち入りは禁止といたします。

7． ゴルフ利用税

： 18 歳未満及び 70 歳以上の選手の方は、ゴルフ利用税が免税となります。証
明書を持参のうえ、フロントへ提示願います。

8． その他

： プレー中、携帯電話の使用は禁止します。
大会成績等閲覧はホームページ（http://www.tga.gr.jp）または
携帯電話を（http://www.tga.gr.jp/ketai）ご利用願います。 携
帯用 QR コード

9.

欠場連絡方法

： 加盟倶楽部会員
所属倶楽部を通じて、ホームページより欠場の登録をすること。
加盟倶楽部会員以外
青森県ゴルフ連盟事務局宛（大会期間中は開催コース内大会本部（連盟）
に FAX で送付すること。
電話やフロント等へ口頭での申し出は認めない。
無断欠席の場合は、来年度の当該競技も含め、１年間連盟主催競技への出場
を停止する。

青森県ゴルフ連盟
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