
2022 年度 大阪府高等学校ゴルフ選手権大会 

兼、2022 年度全国高等学校ゴルフ選手権大会大阪府予選会 
兼、2022 年度栃木国体「少年男子・女子」の部選考会 

 

主催 大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟 

大 阪 府 ゴ ル フ 協 会     

   協賛  アートレイクゴルフ倶楽部     

《実 施 要 項》 
◇とき         男子 2022 年 5 月 9 日（月）                             

女子 2022 年 5 月 16 日（月） 

 

◇ところ    アートレイクゴルフ倶楽部 

           〒５６３－０１３５ 

            大阪府豊能郡能勢町野間西山９５－３ 

           ℡０７２－７３７－０８８８ 

 

１．競技規則  日本ゴルフ協会規則及び本競技ローカルルールを適用する。                

２．競技方法    男子・女子の２部門で行い、18 ホール・ストロークプレーとする。 

３．参加資格  ①2022 年度大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟に登録している者。 

        ②セルフプレーの経験があり、平均ストロークが原則として１３０以内の者。 

            ③国体選手選考会には、上記以外に大阪府ゴルフ協会が承認した者。 

 

４．表彰   男子 優勝 楯と賞状を授与 ２・３位 楯と賞状を授与   ４～６位 賞状を授与 

           女子 優勝 楯と賞状を授与 ２・３位 楯と賞状を授与 

         （１位タイの場合はプレーオフ・その他の順位はマッチングスコアカード方式にて決定する。 

         それでもタイが生じた場合は、カウントバック方式にて決定する。） 

 

５．関西大会  後日発表いたします。 

 

６．国体選手  別紙参照。 

                  

７．参加費   ３，０００円（銀行振込） 

 振込先  大阪信用金庫 吹田支店 普通 ０１２０５５３ 

                 大阪府高等学校ゴルフ連盟 理事長 貴島稔       

          ※一度お振込頂いた参加費は原則返金できませんので予めご了承ください。 

 

８．プレー費 競技当日     ６，０００円（当日持参・消費税・昼食費込） 

          公式指定練習   ６，０００円（当日持参・消費税・昼食費込） 

        ※学校加盟校は学校単位で一括精算して下さい。 

        ※（１）いずれの日もゴルフ場利用税非課税適用(共同)申告書を提出してください。 

         （２）いずれの日も選手確認のため、生徒証(または健康保険証等)を持参してください。 

         （３）プレーする日現在、年齢が１８歳以上の生徒は非課税適用のために学校長が発行する 

            教育活動の証明書が必要です。この証明書は会場となるゴルフ場に学校単位で提出し 

            てください。 

               【注意】プレーする日に上記（１）から（３）の非課税適用の証明手続きがされない場合は、 

            プレー費のほかにゴルフ場利用税（１，２００円）を負担していただきます。後日の 

            払い戻し等は一切できませんのでくれぐれもご注意ください。 

 

９．申込方法 大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟ホームページ(http://www.osaka-kogoren.com/)よりお申し込みく 

ださい。 

 

10．申込締切 2022 年 4 月 14 日（木） 

 

11．公式指定練習 男子：2022 年 4 月 25 日（月） / 女子：2022 年 4 月 26 日（火） 

 

12. 打球練習      大会当日は打球練習場の利用(24 球 350 円)を許可します。打球練習場ではウッドの使用は禁止、 

一人 24 球限定とさせていただきます。アプローチ練習場はご利用できません。 

 

13．問い合わせ   大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟事務局（近畿大学附属高等学校内） 

          〒５７８－０９４４ 東大阪市若江西新町５－３－１ 

        TEL０９０－９８８８－２２９８ 

    

本大会の開催にあたり、大阪府ゴルフ協会より助成をうけております 



2022 年度 大阪府中学校ゴルフ選手権大会 

兼、2022 年度全国中学校ゴルフ選手権大会大阪府予選会 
兼、2022 年度栃木国体「少年男子・女子」の部選考会 

 

主催 大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟 

大 阪 府 ゴ ル フ 協 会     

   協賛  アートレイクゴルフ倶楽部     

《実 施 要 項》 
◇とき         男子 2022 年 5 月 9 日（月）                             

             女子 2022 年 5 月 16 日（月） 

 

◇ところ    アートレイクゴルフ倶楽部 

           〒５６３－０１３５ 

            大阪府豊能郡能勢町野間西山９５－３ 

           ℡０７２－７３７－０８８８ 

 

１．競技規則  日本ゴルフ協会規則及び本競技ローカルルールを適用する。                

２．競技方法    男子・女子の２部門で行い、18 ホール・ストロークプレーとする。 

３．参加資格  ①2022 年度大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟に登録している者。 

        ②セルフプレーの経験があり、平均ストロークが原則として１３０以内の者。 

            ③国体選手選考会には、上記以外に大阪府ゴルフ協会が承認した者。 

 

４．表彰   男子 優勝 楯と賞状を授与 ２・３位 楯と賞状を授与  

           女子 優勝 楯と賞状を授与 ２・３位 楯と賞状を授与 

         （１位タイの場合はプレーオフ・その他の順位はマッチングスコアカード方式にて決定する。 

          それでもタイが生じた場合は、カウントバック方式にて決定する。） 

 

５．関西大会  後日発表いたします。 

 

６．国体選手  別紙参照。 

                  

７．参加費   ３，０００円（銀行振込） 

 振込先  大阪信用金庫 吹田支店 普通 ０１２０５５３ 

                   大阪府高等学校ゴルフ連盟 理事長 貴島稔       

           ※一度お振込頂いた参加費は原則返金できませんので予めご了承ください。 

 

８．プレー費 競技当日     ６，０００円（当日持参・消費税・昼食費込） 

          公式指定練習   ６，０００円（当日持参・消費税・昼食費込） 

        ※学校加盟校は学校単位で一括精算して下さい。 

        ※（１）いずれの日もゴルフ場利用税非課税適用(共同)申告書を提出してください。 

         （２）いずれの日も選手確認のため、生徒証(または健康保険証等)を持参してください。 

         （３）プレーする日現在、年齢が１８歳以上の生徒は非課税適用のために学校長が発行する 

            教育活動の証明書が必要です。この証明書は会場となるゴルフ場に学校単位で提出し 

            てください。 

               【注意】プレーする日に上記（１）から（３）の非課税適用の証明手続きがされない場合は、 

            プレー費のほかにゴルフ場利用税（１，２００円）を負担していただきます。後日の 

            払い戻し等は一切できませんのでくれぐれもご注意ください。 

 

９．申込方法 大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟ホームページ(http://www.osaka-kogoren.com/)よりお申し込みく 

ださい。 

 

10．申込締切 2022 年 4 月 14 日（木） 

 

11．公式指定練習 男子：2022 年 4 月 25 日（月） / 女子：2022 年 4 月 26 日（火） 

 

12. 打球練習      大会当日は打球練習場の利用(24 球 350 円)を許可します。打球練習場ではウッドの使用は禁止、 

一人 24 球限定とさせていただきます。アプローチ練習場はご利用できません。 

 

13．問い合わせ   大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟事務局（近畿大学附属高等学校内） 

          〒５７８－０９４４ 東大阪市若江西新町５－３－１ 

        TEL０９０－９８８８－２２９８ 

    

本大会の開催にあたり、大阪府ゴルフ協会より助成をうけております 

 



2022 年度 大阪府高等学校ゴルフ選手権大会 
2022 年度 大阪府中学校ゴルフ選手権大会 

兼、2022 年度全国高等学校ゴルフ選手権大会大阪府予選会 

兼、2022 年度全国中学校ゴルフ選手権大会大阪府予選会 

兼、2022 年度栃木国体「少年男子・女子」の部選考会 

 

主催 大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟 

大 阪 府 ゴ ル フ 協 会     

   協賛  アートレイクゴルフ倶楽部     

◇とき         男子 2022 年 5 月 9 日（月）                             

             女子 2022 年 5 月 16 日（月） 

 

◇ところ    アートレイクゴルフ倶楽部 

           〒５６３－０１３５ 

            大阪府豊能郡能勢町野間西山９５－３ 

           ℡０７２－７３７－０８８８ 

〈競技の条件〉 

１. ゴルフ規則 

日本ゴルフ協会ゴルフ規則及びこの競技のローカルルールを適用する。 

２. 競技委員会の裁定 

競技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。 

３．プレーの条件 

   各部門とも１８ホール・ストロークプレーとする。 

   ※委員会は、コースの状態が適正なるプレー不可能と判断した時はプレーの条件を定めてあるホール数を短縮するこ

とができる。 

４. 特定の用具の使用制限 

   a.『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.『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。 

   c.『適合球リスト・・ローカルルールひな型 G-3』を適用する。 

   d.『動力付き移動機器の使用禁止・ローカルルールひな型 G-6』を適用する。 

但し、委員会が認めた場合や、事後承認された場合を除く。 

   e.『46 インチを超える長さのクラブ・ローカルルールのひな型 G-10』を適用する。 

５．測定器は２点間の距離測定するものであれば使用可能。 

６．ホールとホールの間での練習禁止『ゴルフ規則 5.5b』を適用する。 

７．プレーの中断と再開 

   （１）プレーの中断（落雷等の危険を伴わない気象状況）についてはゴルフ規則 5.7b に従って処置する事。 

   （２）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、同じ組の競技者全      

員がホールとホールの間にいたときは、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 ホールのプレーの途中であったときは、各競技者はすぐにプレーを中断しなければならず、そ

のあと、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。競技者がすぐにプレーを中断

しなかったときは、ゴルフ規則 5.7b－例外に決められているような、罰を免除する正当な事情がなければ、そ

の競技者は競技失格とする。この条件の違反の罰は競技失格（ゴルフ規則 5.7b） 

   （３）プレーの中断と再開の合図について 

      通常のプレー中断：短いサイレンを鳴らして通報する。 

      険悪な気象状況の中断：1 回の長いサイレンを鳴らして通報する。 

          プレーの再開：1 回の長いサイレンと競技委員が連絡する。 

８. キャディ 

   正規のラウンド中、競技者のキャディ使用は禁止する。 

９. 競技の短縮  

委員会は、競技の状態が適正なるプレー不可能と判断したときは、競技規定に定めてあるホール数を短縮することが

できる。 

10．移動 

   競技者は正規のラウンド中、委員会が別途認めた場合を除き、いかなる移動用の機器にも乗ってはならない。この条

件の違反の罰は『ローカルルールひな型 G-6』を適用する。 

11．競技終了時点 

   本競技は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

 

〈ローカルルール〉 

１．アウト･オブ･バウンズ（ＯＢ）の境界は白杭をもって標示する。現にプレーするホールの白杭を結ぶ線を 

  越えて、他の区域にとまった球は、アウトオブバウンズの球とみなす。 

２．修理地は青杭、または青杭と白線でその限界を標示し、その区域内からのプレーは禁止する。 

３．全てのホールにおいて、第１打がＯＢまたは紛失球の場合、特設ティ（ティアップ可能）からプレーイン 

  グ４でプレーすることができる。 

４．すべてのホールにおいて、池に球が入った場合は、特設箇所より打数に１打付加してプレーすることができる。 

５．排水溝は動かせない障害物とする。 



６．コース内に設定されたすべての人工の構築物は、動かすことのできない障害物とする。ただし、ティグラウンド、バン

カー、池を構築している枕木、またはグラウンド保護のための枕木は障害物とみなさない。 

７．人工の表面をもつ道路に接した排水溝は、その道路の一部とみなす。 

８．プレイヤーの球がパティンググリーン上にある場合、その球やボールマーカーがプレーヤーやキャディーや携帯品によ

って偶然に動かされても罰はない。その球やボールマーカーは規則 18-2,20-1 に規定されている通りにリプレースされ

なければばらない。このローカルルールはプレーヤーの球やボールマーカーがパッティンググリーン上にあり、いかな

る動きも偶然である場合にだけ適用する。 

注：パッティンググリーン上のプレーヤーの球が風、水あるいは重力などの他の自然現象の結果として動かされたもの

と判断された場合、その球はその新しい位置からあるがままの状態でプレーされなければならない。そのような状

況で動かされたボールマーカーはリプレースされることになる。 

 

 

 

〈注意事項〉 

１．ローカルルールに追加・変更のあるときは、クラブハウス所定の位置に掲示する。 

２．スタート時刻３０分前には大会受付およびコース受付を済ませ、スタート時刻の１０分前にはティググラウンド周辺で

待機すること。※交通渋滞が予想されるので十分注意すること。 

３．第１位がタイの場合は、サドンデス方式にてプレーオフを行う。その他の順位はマッチングスコアカード 

  方式にて決定する。それでもタイが生じた場合は、カウントバック方式にて決定する。 

４．ラウンド中、競技者は部外者を近づけないように十分注意すること。これを怠ると規則第８条により罰せ 

  られる場合がある。 

５．練習は打球練習(詳細は実施要項)ならびに、パッティンググリーンのみ認める。（ラウンド終了後の使用は認めない） 

６．日本ゴルフ協会発刊(２０１９年度版以降)のルールブックを必ず携帯すること。 

７．目土袋・スコップ・グリーンフォークを携帯し、目土・グリーン上のピッチマークの補修を励行すること。 

８．茶髪等の染髪、ピアス等のアクセサリーは禁止する。（公式指定ラウンドの日も同様とする） 

９．公式指定練習の日は１球プレーを厳守すること。 

10．携帯電話等の電子機器のコース内持ち込みは禁止する。また、携帯電話の使用は駐車場のみとする。 

11．ペットボトル・空き缶・その他のゴミ類はコース内のゴミ箱に捨てず、所定の場所に捨てること。 

12．この大会に関する追加の連絡事項および組み合わせ等については、大阪府高等学校・中学校ゴルフ連盟のホームページ

(http://www.osaka-kogoren.com/)にて確認すること。 

13. キャディバッグを担いでクラブハウス内に立ち入らないこと。 

 

※コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例年の大会運営とは異なり様々な行動に制限がかけられます。ま

た、社会情勢により開催中止となる可能性もございますのでご理解ください。 

 

※大会出場に際し、別紙コロナ対策ガイドライン・注意事項を熟読するようお願いします。また、大会当日には

「健康チェックシート」の提出をお願いします。 

 

 

 

 

 〈マナー・エチケット・その他〉 

１.フォアキャディー：７番ホール（白旗：プレー可 / 赤旗：先行組がいるためプレー不可 / 青旗：ＯＢまたは紛失球

の恐れあり） 

２.隣接するホールに打球が行きそうな場合は、大きな声で注意を促すこと。大声での注意を怠った場合は、失格とすること

がある。 

３.ショートホールで２組以上の待ちがでた場合は、全員のボールがグリーンにのった後、マークをして安全なところに避難

し、後続の組に先に打たせること。 

４.ディポット、ピッチマーク、バンカーならしなど、エチケットよく速やかにラウンドすること。また、グリーン上でスパ

イクを引きずらないこと。 

５.残った目土は、必ずコースに設置している目土のボックスに入れること。 

６.ホールごとにスコアを確認しその都度スコアカードに記入すること。 

７.前半終了後、後半のスタート時間を確認して、必ず昼食をとること。１８ホール終了後に昼食はとれません。 

８.こまめに水分補給をし、熱中症等の対策を行うように。 

９.測定器は 2 点間の距離測定するものであれば使用可能。 

 

 

 〈ギャラリー観戦について〉 

コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ギャラリー観戦ならびにクラブハウス内への立ち入りはできま
せん（クラブハウス内のトイレの使用のみ許可します）。ご不便をおかけしますがご理解ご協力のほどお願
い申し上げます。 
 

以上、競技委員長 

 


