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組み合わせ・競技規則はホームページで
　県ゴルフ協会主催競技に共通する「大会競技規則
（ローカルルール・競技の条件・注意事項）」「組み
合わせ」「追加ローカルルール」等は県協会ホームペ
ージで発表します。なお大会競技規則が記載された
ハードカードは、競技当日配布します。
　組み合わせ等の事前の個別郵送は行ないませんの
でご注意ください。組み合わせ発表予定日もホームペ
ージでお知らせします。
※�ジュニアの部については種々の届け出書類を提出
していただく関係で組み合わせを郵送します。

《県ゴルフ協会ホームページ》http://www.knga.org

◦ただし、定員に達し次第締め切ります。◦シードを有する方も、必ず申し込みをしてください。◦定員に満た
ない場合、申し込み期間を延長することがあります。◦出場資格を充たせば、各部門に重複して参加できます。

　 男 子 の 部	 21,000円　　　
　	女 子 の 部		17,000円　　　
　	ミッド男子の部		 21,000円　　　　

※��「女子の部」「ミッド女子・シニア女子の部」両方に参加した方には、参加料の一
部返金を行います（P.7・P.10参照）。
※��電話、メール、FAXでの申し込みは一切受け付けません。ホームページで組合せ発
表後に出場を取り消しても参加料は返却しません。
※�横浜市ゴルフ協会に所属し、参加料を指定口座からの引き落としを希望される方
は、備考欄に“引き落とし希望”と記入して払込取扱票を封筒に入れ普通郵便で神
奈川県ゴルフ協会宛にお送りください。
※�受付初日で定員枠をオーバーした会場については、初日消印分までの到着を待って
抽選となります。

参加希望者は綴じこまれた「払込取扱票」に必要事項をすべて記入し競技参加料を添え
て期日までに郵便局でお振込みください。部門により申し込み開始日が異なります。期日前
の申し込みは受け付けません。

ミッド女子・シニア女子の部　17,000円
シニア男子の部　17,000円
ジュニアの部　12,000円	

大会の申し込み方法

申し込み期間

※必ずお読みください

郵便払込消印有効

参加申し込み書（払込取扱票）の記入については18ページをご覧ください

競　技
参加料

部　門 申込開始日  〜  締 切 り 日 部　門 申込開始日  〜  締 切 り 日

男子
グランドシニア男子 2月1日(火) 〜 2月28日(月)

女子・ミッド男子
ミッドシニア男子 4月25日(月) 〜 5月31日(火)

シニア男子
ミッド女子
シニア女子

7月1日(金) 〜 8月1日(月)
ジュニア 2月1日(火) 〜 3月18日(金)
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大会出場を予定している皆さまへ【重要】
※以下の内容をご承諾の上、お申し込みください。

ご自身と出場する多くのプレーヤーへのマナーとしてゴルファー保険への加入をおすすめします。
・�競技参加料について
　�　疾病、自然災害、Jアラート発令、関係団体による要請等で競技の中止を判断した場
合、競技参加料の返金の有無・額・通知については主催者が状況により決定します。
・�出場取り消し（キャンセル）による参加料の返金について
　�　組み合わせは協会ホームページで発表します。発表後、出場を取り消しても競技参加
料は返金しません。発表前であれば全額返金をいたします。また、キャンセル待ちのまま
出場が出来なかった際も全額返金をいたします。発表予定日はホームページで確認して
ください。同部門の競技であっても発表日が異なる場合もありますのでご了承ください。
・�新型コロナウイルス感染防止のため、ご協力をお願いします。
　�　各競技会場のホームページで「感染症拡大防止対策」等を掲載しています。事前に
必ずご確認ください（終息状況により変更となる場合があります）。

◦今年の主な変更点
　「大会特別料金」を改定します。
　　�　「大会特別料金」（練習日および大会日の料金）を1,000円値上げします（ジュニア部門
は除く）

　　　※富士屋ホテル仙石ゴルフコースは日曜日開催のため、大会特別料金は16,000円となります。
≪大学生の「個人登録」について≫

　�　男子の部・女子の部とも大学生は市町協会に登録しなくても、県ゴルフ協会への
「個人登録」で参加ができます。
　�　出場を希望する大学生（2022年4月時点で1～4年生）は、県内在住者の場合は市町
協会に登録していなくても、また県外在住者の場合は県内の大学に在籍（通学）して
いれば、いずれも「県ゴルフ協会への個人登録」により神奈川アマ出場を認めます。個
人登録料は2,000円とし、大学在籍中に１回のみの徴収とします。但し、市町協会の事
業（市町民大会や研修会等）に参加する場合は、従来通りそれぞれの協会に登録して
いなければなりません。
〇県内在住者は、在籍する大学が県内であるかどうかは問いません。
〇�県外在住者は、県内の大学に在学（通学）している場合のみ認めます。所属する学部
校舎が県内にあれば構いませんが、進級により通学先（校舎）が県外に移った場合
は、その時点で神奈川アマ参加資格を喪失します。参加申込者には、学生証コピーの
提出や県内在籍確認を適宜行います。

　※「大学生登録用紙」は協会ホームページからダウンロードできます。
　※詳細は協会ホームページ内「大学生の神奈川アマ参加について」をご覧ください。

≪ウェイティング（繰り上げ）について≫
・��男子、ミッド男子、シニア男子の各部門については、指定期間中に準決勝または決勝進
出資格を得た者に欠場が出た場合、欠場者が出場した予選（準決勝）会場の次位成績
者を繰り上げ、出場資格を与えます。

≪ドレスコートについて≫
・�練習ラウンド、競技日とも大会参加者はコースのドレスコートを順守してください（詳細
はコースのホームページで確認してください）。

≪練習ラウンドについて≫
・�練習ラウンドは、県協会ホームページの「指定練習日情報」に記載の予約期日を確認
し、申し込み確定後（協会より送付する「競技受付参加証」到着後）、各自直接コース
へ申し込んでください。実施要項裏面に「大会会場電話番号」が記載されています。
・�指定練習日にプレーできるのは神奈川アマ2022出場者に限られ、出場会場で1人1ラウ
ンドのみです。
・�練習ラウンドでの2球のプレーは禁止です。
・�指定練習日は、一般営業日内で利用枠を用意してもらっていますが、希望日の定員が
埋まってしまった場合などは、キャンセル待ちや日程の変更等をお願いする場合があり
ますのでご了承ください。また、プレー希望者が1組に満たない場合など中止、変更を
お願いすることもありますのでご了承ください。
・�3バッグなどによる差額が発生するコース、キャンセル料が発生するコースがありますの
で規定に従ってお支払いください。

≪Ｊ-sys≫
◎�決勝では｢NEW�J-sys｣ハンディキャップの提示を求めることがあります。
　�　所属ゴルフ倶楽部で「NEW� J-sys」ハンデ(JGA公認ハンディキャップ)を取得して
いない方は、県ゴルフ協会で取得することができます。

　�　なお、ジュニアの部（15～17歳、12～14歳）のエントリーには、J-sysに登録している
ことが必要です。New� J-sysハンデについては、日本ゴルフ協会のホームページに詳し
く解説されています。

≪欠場の連絡について≫
・�競技当日の欠場連絡は、自身のスタート時間の30分前までに競技会場にしてください。
・�事前欠場の連絡は前日までにゴルフ協会（045-680-5621　平日18時まで）へ。土・日・祝日の
翌日が競技日の場合は、協会が休みのため直接、競技会場へ連絡してください。
　※土・日・祝日でのメール・FAXの欠場連絡は受け付けません。
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〈第 １会場〉 3月29日（火）　相模原ゴルフクラブ・西コース　
� � � 指定練習日：3月18日㈮、23日㈬、24日㈭、25日㈮
〈第２会場〉 4月　1日（金）　レイクウッドゴルフクラブ・西コース　
� � � 指定練習日：3月24日㈭、25日㈮、29日㈫、30日㈬
〈第 ３会場〉 4月　5日（火）　横浜カントリークラブ・西コース
� � � 指定練習日：3月22日㈫、28日㈪、29日㈫、4月4日㈪
〈第４会場〉 4月　6日（水）　戸塚カントリー倶楽部・東コース�
� � � 指定練習日：3月23日㈬、24日㈭、29日㈫、30日㈬、31日㈭、4月1日㈮
〈第 ５会場〉 4月　7日（木）　長竹カントリークラブ　※定員80名　
� � � 指定練習日：3月23日㈬、24日㈭、29日㈫、31日㈭�
〈第 ６会場〉 4月12日（火）　厚木国際カントリー倶楽部・西コース
� � � 指定練習日：4月6日㈬、8日㈮、11日㈪
〈第 ７会場〉 4月17日（日）　富士屋ホテル仙石ゴルフコース　※定員80名　
� � � 指定練習日：4月4日㈪、8日㈮、13日㈬

〈第１会場〉 5月　9日（月）　戸塚カントリー倶楽部・西コース（Aグリーン）�
� � � 指定練習日：4月19日㈫、22日㈮、26日㈫、27日㈬、28日㈭、5月6日㈮
〈第２会場〉 5月16日（月）　湘南カントリークラブ（平成グリーン）�
� � � 指定練習日：4月26日㈫、27日㈬、28日㈭、5月6日㈮、10日㈫、12日㈭
〈第３会場〉 5月 23日（月）　本厚木カンツリークラブ
� � � 指定練習日：5月17日㈫、18日㈬、19日㈭、20日㈮

〈第 １ 日〉 6月　7日（火）　相模原ゴルフクラブ・東コース
〈最 終 日〉 6月　8日（水）　
� � � 指定練習日：5月31日㈫、6月1日㈬、2日㈭、3日㈮

【 予　 選 】

【 準 決 勝 】

【 決　 勝 】

男子の部
実施要項

大会特別料金
（グリーンフィ、キャディフィ、諸経費含む。税別）

◆予選
　指定練習日、大会日共に
　12,000円

★�富士屋ホテル仙石ゴルフコースは
16,000円

◆準決勝・決勝
　指定練習日、大会日共に
　13,000円

※�大会日・指定練習日のゴルフ場利
用税は免税となります。
※�プレーフィは当日各自精算となります。
★戸塚CCはカートフィ別途

《申込期間》
  2月1日（火）〜2月28日（月）

♦払込取扱票はP.19

2022年4月時点で
大学生の方へ

大学生の参加手続きに「優遇措置」を設けました。詳しくは1ページ参照。
申込書備考欄に「大学名（新1年生の場合は予定）・学年」を書いてください。
新1年生になる予定だが進学先が決まっていない場合は「大学進学予定」と書いてください。
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相模原 GC・東

予選 準決勝

決　　　勝

第1日　6／7（火）

最終日　6／8（水）
（注1）
ブロックを指定しての申込み制とし、Ａブロックの
予選に参加したものが他のブロックの準決勝会
場に進むことはできない（B、Ｃブロックの予選会
場についても同様）。　　　　

（注2）
上位30％を目安に参加者数確定後、最終決定
する。

（注3）
上位23位を目安に出場者数確定後、最終決定
する。

※ 第１日上位120位タイまでの者が
最終日に進出できる。

参加選手の
上位30％（注2）が準決勝進出

参加選手の
上位23位（注3）が決勝進出

ブ
ロ
ッ
クB

  3／29（火）相模原ＣＣ・西
 5／16（月）湘南ＣＣ

  4／  5（火）横浜ＣＣ・西

ブ
ロ
ッ
クA

  4／  1（金）レイクウッドGC・西
  5／  9（月）戸塚ＣＣ・西

  4／  6（水）戸塚ＣＣ・東

ブ
ロ
ッ
クC  5／23（月）本厚木ＣＣ

  4／  7（木）長竹ＣＣ

  4／12（火）厚木国際ＣＣ・西

  4／17（日）富士屋ホテル仙石GC

※ 参加者は協会ホームページに掲出している 2022 年県ゴルフ協会「大会競技規則」を事前に必ず確認
してください。「大会競技規則（ハードカード）」はポケットサイズにしたものを当日配布いたします。



出場資格
アマチュアゴルファーで日本ゴルフ協会アマチュア資格に抵触し
ない者。神奈川県ゴルフ協会の加盟団体に登録し、かつ県内に在
住している者。
※�「神奈川県ゴルフ協会への登録」は、在住市町にある「県ゴル
フ協会に加盟している各市町ゴルフ協会」への登録をすること
によって自動的に県ゴルフ協会へも登録されます。裏面の各市町
ゴルフ協会連絡先を参照の上、登録をしてください。
※��大学生（2022年4月時点での1～4年生）は、県内在住者は市町協
会に登録しなくても、また県外在住者の場合は県内の大学に在
籍（通学）していれば、いずれも「神奈川県ゴルフ協会への個人
登録」により出場を認める。個人登録料は2,000円とし、大学在
学中に1回のみの徴収とします（1ページ参照）。
※��県高ゴ連登録者は県外在住でも出場を認める。
※��過去に国体参加した者については県外在住者でも出場を認める
ことがある（神奈川県ゴルフ協会への個人登録が必要です）。
※�決勝出場時に住民票の提出を求める事があります。
　　　上記の条件を充たし、かつ以下の資格を有する者。

準決勝・�予選７会場各上位30％まで（参加者数確定後、最終決定）の者。
� ・プレミアム予選２会場各上位30％までの者。
� ・ダブルスの部3位、4位の者。

　　　〈以下、シード選手〉
� ・�神奈川アマ2021決勝上位21位から90位タイまでの者。
� ・�神奈川アマ2021準決勝2位から6位までの者。
� ・�神奈川アマ2021ミッドの部決勝11位から20位までの者。
� ・�県ゴルフ協会2021年度研修競技会での年間ポイント数16位

から50位までの者。
� ・�2021年の県ゴルフ協会加盟市町民大会（大会実施基準が県

ゴルフ協会の承認を受けたもの）の優勝者（ベストグロス）。
� ・�2021年の県ゴルフ協会加盟市町主催の地区ブロック大会上

位者。
� ・�県ゴルフ場支配人協会加盟ゴルフ場の2021年度クラブ選手

権優勝者。
　　　・神奈川アマ’86大会以降�2011年大会までの優勝者。

決　勝・�予選7会場のメダリスト。
　　　　※�但し、天候等により9ホール競技となった場合や延期で数

日間に分けて行なわれた競技の1位者は除く。
� ・�プレミアム予選2会場のメダリスト。
� ・�準決勝会場上位23位まで（出場者数確定後、最終決定）の者。
� ・ダブルスの部上位2位までの者および男女ペアの最上位者。
� ・ジュニア男子（15～17歳）の部優勝者。
� ・ジュニア男子（12～14歳）の部優勝者。

4
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　　　〈以下、シード選手〉
� ・�神奈川アマ2021決勝上位20位までの者。
� ・�神奈川アマ2021ミッドの部決勝上位10位までの者。
� ・�神奈川アマ2021シニアの部決勝上位10位までの者。
� ・�神奈川アマ2021ミッドシニア男子の部優勝者。
� ・�県ゴルフ協会2021年度研修競技会での年間ポイント数上位

15位までの者。
� ・�県ゴルフ協会加盟市町主催の地区ブロック大会上位者。
� ・�神奈川アマ初代から’85年大会までの優勝者および2012年

から2021年大会までの優勝者。
� ・県ゴルフ協会が推薦する者若干名。
※以上いずれのシード選手の場合も、締め切り期日までに申し込
　みをしなければ参加を認めない。

競技方法
予　選	・18ホールストロークプレーにて行う。
� ・�各予選会場とも上位30％まで（参加者数確定後、最終決定）の

者が準決勝に進出できる。
� （注�）ブロック制とし（3頁参照）、Ａブロックの予選を通過した者

が他のブロックの準決勝会場へ進むことはできない。　　
（Ｂ、Ｃブロックの予選会場についても同様）

	 ・�各予選会場のメダリストは決勝大会に進出できる。

	 ・�順位はマッチングスコアカード方式によって決定する。

準決勝	・18ホールストロークプレーにて行う。
　　　�・�各準決勝会場上位23位まで（出場者確定後、最終決定）

の者が決勝に進出できる。
　　　�・順位はマッチングスコアカード方式によって決定する。

決　勝	・�36ホールストロークプレーにて行う。
　　　　　　　　　　　（第1日の上位120位タイまでの者が最終日に進出）
　　　�・�優勝同位者のあった場合は、同日競技委員長の決めたホ

ールでサドンデス方式によるプレーオフを行い優勝者を決
定する（優勝者以外の順位については、脱落したホール
によって決定する）。その他の順位はマッチングスコア
カード方式によって決定する。

特　典
・優勝者には次回以降10年間の決勝シード権が与えられる。
・�優勝者は2022年栃木国体の県代表選手（候補）に推薦される。
・�優勝者には来年度の関東アマチュアゴルフ選手権ブロック大
会シード権が与えられる。
・決勝上位20位までの者には来年度の決勝シード権が与えられる。



※応募状況は2月7日（月）から神奈川県ゴルフ協会ホームページ URL http://www.knga.org で速報の予定です。

・�決勝上位21位から90位（タイ）までの者には、来年度の準決勝シ
ード権が与えられる。
・�決勝上位者でミッドの部出場資格を有する者20名に今年度のミ
ッドの部決勝への出場権が与えられる。
・�決勝2位から10位までの者には、来年度の関東アマチュアゴルフ
選手権予選への出場権が与えられる。

賞
・全参加者に参加賞を贈る。
・�予選およびプレミアム予選の１位となった者はメダリストとして表
彰する。
・準決勝の1位となった者を表彰する。
・決勝進出者にはクオリファイ賞を贈る。
・�決勝上位10名を表彰する。

注意事項
・�予選組み合わせは3月中旬、準決勝は4月下旬にホームページで発
表します（最終面参照）。
・�（予選申し込みの方へ）ブロック制につき、準決勝の会場も勘案����
　のうえ申し込んでください。

・�無断欠場の場合は来年度以降の出場をお断りすることがあります。
・�競技委員会が組み合わせを作成した後の会場移動は出来ません。
ただし作成前でも、移動希望先のキャンセル待ちとなる場合があり
ます。
　※�練習ラウンドについては、P.1をご覧ください。
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�
〈第 １ 日〉  6月21日（火）　レイクウッドゴルフクラブ・東コース
〈最 終 日〉 6月22日（水）　
　　　　　　　指定練習日：6月14日㈫、15日㈬、16日㈭、17日㈮　　

女子の部
実施要項

♦払込取扱票はP.21大会特別料金
（グリーンフィ、キャディフィ、諸経費含む。税別）

　指定練習日、大会日共に
　12,000円

※�大会日・指定練習日のゴルフ場利
用税は免税となります。
※�プレーフィは当日各自精算となります。

《申込期間》
  4月25日（月）〜5月31日（火）

7

2022年4月時点で
大学生の方へ

大学生の参加手続きに「優遇措置」を設けました。詳しくは1ページ参照。
申込書備考欄に「大学名（新1年生の場合は予定）・学年」を書いてください。
新1年生になる予定だが進学先が決まっていない場合は「大学進学予定」と書いてください。

☆�9月27日に開催する「ミッド女子・シニア女子の部」の両部門の参加者には、参加料の一
部（10,000円）を返金します。

☆�総合順位のほか、30歳〜49歳および50歳以上の上位者の最終日進出枠を設け表彰し
ます。

※ 参加者は協会ホームページに掲出している 2022 年県ゴルフ協会「大会競技規則」を事前に必ず確認
してください。「大会競技規則（ハードカード）」はポケットサイズにしたものを当日配布いたします。
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競技方法
・�36ホールストロークプレーにて行う。
　�　第1日の上位24位（参加者数確定後最終決定）までの者が最
終日に進出。また、30歳～49歳の上位5名および50歳以上の上
位3名に最終日への進出資格を与える。ただし、上位24位以内
にこれらの年齢者が含まれていた場合は繰り上げない。
・�優勝同位者のあった場合は、同日競技委員長の決めたホールで
サドンデス方式によるプレーオフを行い優勝者を決定する。
（優勝者以外の順位については脱落したホールによって決定する）

特　典
・�優勝者は2022年栃木国体の県代表選手（候補）に推薦される。
・�最終日上位者は神奈川レディースオープン2022（12月予定）に推
薦される。

賞
・参加者全員に参加賞を贈る。
・上位6名を表彰する。
・�総合順位のほか、30歳～49歳および50歳以上の上位者を表彰する。

出場資格
アマチュアゴルファーで日本ゴルフ協会アマチュア資格に抵触し
ない者。神奈川県ゴルフ協会の加盟団体に登録し、かつ県内に在
住している者。
※�「神奈川県ゴルフ協会への登録」は、在住市町にある「県ゴル
フ協会に加盟している各市町ゴルフ協会」への登録をすることに
よって自動的に県ゴルフ協会へも登録されます。裏面の各市町ゴ
ルフ協会連絡先を参照の上、登録をしてください。
※��大学生（2022年4月時点での1～4年生）は、県内在住者は市町協
会に登録しなくても、また県外在住者の場合は県内の大学に在
籍（通学）していれば、いずれも「神奈川県ゴルフ協会への個人
登録」により出場を認める。個人登録料は2,000円とし、大学在
学中に1回のみ徴収します（1ページ参照）。
※��県高ゴ連登録者は県外在住でも出場を認める。
※��過去に国体参加した者については県外在住者でも出場を認める
ことがある（神奈川県ゴルフ協会への個人登録が必要です）。
※�出場時に住民票の提出を求める事があります。
　　　上記の条件を充たし、かつ以下の資格を有する者。



注意事項
・�組み合わせは6月上旬にホームページで発表します（最終面参
照）。

�・無断欠場の場合は来年度以降の出場をお断りすることがあります。
　※�練習ラウンドについては、P.1をご覧ください。
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ミッド男子（30歳以上）の部
〈予　選〉第１会場   7月 5日(火)　磯子カンツリークラブ
　　　　　　　　　　　指定練習日：6月28日㈫、29日㈬、7月1日㈮
 第２会場   7月 8日(金) 　レイクウッドゴルフクラブ・西コース　
　　　　　　　　　　　指定練習日：7月1日㈮、5日㈫、6日㈬、7日㈭
 第３会場   7月22日(金) 　相模原ゴルフクラブ・西コース　
　　　　　　　　　　　指定練習日：7月14日㈭、15日㈮、20日㈬、21日㈭、27日（水）、28日

〈決　勝〉第 １ 日   9月13日(火)　
戸塚カントリー倶楽部・東コース

 最 終 日   9月14日(水) 　
　　　　　　　　　　　指定練習日：8月31日㈬、9月1日㈭、6日㈫、7日㈬、8日㈭、9日㈮

ミッド女子（30歳以上）・シニア女子（50歳以上）の部  ※ミッドシニア女子(60歳以上)・グランドシニア女子(65歳以上)含む。
    9月27日(火) 　戸塚カントリー倶楽部・東コース
　　　　　　　　　　　指定練習日：9月15日㈭、16日㈮、21日㈬、22日㈭

ミッド男子の部
ミッド女子・シニア女子の部

実施要項

大会特別料金
（グリーンフィ、キャディフィ、諸経費含む。税別）

◆ミッド男子	予選	12,000円
	 決勝	13,000円
◆ミッド女子・シニア女子	12,000円
★�戸塚CCはカートフィ別途
※�指定練習日も同額。
※�大会日・指定練習日のゴルフ場利
用税は免税となります。
※�プレーフィは当日各自精算となります。

♦払込取扱票はP.27

♦払込取扱票はP.23

☆�「女子の部」との両部門参加者には、参加料の一部（10,000円）を返金します。
☆�全出場選手対象のミッド（30歳以上）、シニア（50歳以上）、ミッドシニア（60歳以上）、グランドシニア（65歳以上）
の計4部門の2022年優勝者を決定します。

※ 参加者は協会ホームページに掲出している 2022 年県ゴルフ協会「大会競技規則」を事前に必ず確認
してください。「大会競技規則（ハードカード）」はポケットサイズにしたものを当日配布いたします。

《申込期間》
◎ミッド男子 　
　4月25日（月）〜5月31日（火）

◎ミッド女子・シニア女子 　
　7月  1日（金）〜8月  1日（月）



出場資格
　男子の部と同じ（4頁をご参照ください）。
　上記の条件を充たし、かつ以下の資格を有する者。
　　ミッドの部（男女）……1992年12月31日以前に誕生の者。
　　シニア女子………………1972年12月31日以前に誕生の者。
　　　※�ミッドシニア女子は1962年12月31日以前に誕生の者。
　　　※�グランドシニア女子は1957年12月31日以前に誕生の者。
ミッド男子決勝
・�予選3会場各上位25％までの者。
・�男子の部決勝上位者でミッドの部出場資格を有する者20名。
〈以下、シード選手〉
・�神奈川アマ2021ミッドの部決勝上位20位までの者。
・�神奈川アマ2021ミッドの部予選メダリスト。
・�県ゴルフ協会2021年度研修競技会での年間ポイント上位者でミッド
の部出場資格を有する者15名。
・�神奈川アマ�ミッドの部初代から2020年大会までの優勝者。
・�県ゴルフ協会が推薦する者若干名。
※	以上いずれのシード選手の場合も、締め切り期日までに参加申し込
みをしなければならない。

特　典
・男子優勝者には以降10年間のミッドの部決勝シード権を与える。
・男子予選会場のメダリストには来年度のミッドの部決勝シード権を与える。
・�男子決勝上位20位までの者には来年度のミッドの部決勝シード権が
与えられる。
・�男子決勝上位10位までの者には来年度の一般男子の部決勝シード権
が与えられる。
・�男子決勝11位から20位までの者には来年度の一般男子の部準決勝シ
ード権が与えられる。

・�女子上位者（ミッド）は、神奈川レディースオープン2022（12月予定）
に推薦される。

競技方法
男子　予選　・18ホールストロークプレーにて行う。

　　 ・�順位はマッチングスコアカード方式によって決定する。
　　　決勝　・36ホールストロークプレーにて行う。
　　�　　 � （第1日の上位60位タイまでの者が最終日に進出）
・�優勝同位者のあった場合は、同日競技委員長の決めたホールでサ
ドンデス方式によるプレーオフを行い優勝者を決定する（優勝者
以外の順位については脱落したホールによって決定する）
女子：18ホールストロークプレーにて行う。
・�順位はマッチングスコアカード方式によって決定する。
賞
・参加者全員に参加賞を贈る。
・男子予選１位となった選手はメダリストとして表彰する。
・男子決勝進出者にはクオリファイ賞を贈る。
・男子は上位6名を表彰する。
・�女子はミッドの部は上位6名を表彰する。シニア、ミッドシニ
ア、グランドシニアは優勝者および上位者（参加人数を踏まえて
決定）を表彰する。

注意事項
・�男子組み合わせは6月中旬以降（男子決勝は8月中旬、女子は9月上旬
以降）ホームページで発表します（最終面参照）。

・無断欠場の場合は来年度以降の出場をお断りすることがあります。
・�競技委員会が組み合わせを作成した後の会場移動は出来ません。
ただし、作成前でも移動希望先のキャンセル待ちとなる場合があ
ります。

　※�練習ラウンドについては、�P.1をご覧ください。
11
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シニア男子（55歳以上）の部
〈予　選〉第１会場 8月30日(火)　厚木国際カントリー倶楽部・西コース
� � 指定練習日：8月25日㈭、26日㈮、29日㈪
 第２会場 9月　2日(金)　清川カントリークラブ　
� � 指定練習日：8月25日㈭、26日㈮、30日㈫、31日㈬
 第３会場 9月26日(月)　本厚木カンツリークラブ
� � 指定練習日：9月16日㈮、20日㈫、21日㈬、22日㈭
〈決　勝〉              10月14日(金)　レイクウッドゴルフクラブ・西コース
� � 指定練習日：10月6日㈭、7日㈮、12日㈬、13日㈭�

ミッドシニア男子（65歳以上）の部
  6月22日(水)　レイクウッドゴルフクラブ・東コース
� � 指定練習日：6月14日㈫、15日㈬、16日㈭、17日㈮

グランドシニア男子（70歳以上）の部  ※アンダーハンデ競技を含む。 
  4月19日(火)　芙蓉カントリー倶楽部
� � 指定練習日：4月7日㈭、8日㈮、12日㈫、13日㈬、14日㈭、15日㈮
－注　意－　�JGAの公式ハンデ（J-sys）によるアンダーハンデ競技も行ない上位者を表彰します。

シニアの部
（男子）
実施要項

大会特別料金
（グリーンフィ、キャディフィ、諸経費含む。税別）

指定練習日、大会日共に
12,000円

但し、シニア男子の部
決勝会場は13,000円
※指定練習日も同額

※�大会日・指定練習日のゴルフ場利
用税は免税となります。

　（グランドシニアについては70歳に達し
　ていなければ利用税は半額となります。）
※�プレーフィは当日各自精算となります。

♦払込取扱票はP.25

♦払込取扱票はP.27

♦払込取扱票はP.29

《申込期間》
◎シニア男子 　

　7月  1日（金）〜8月  1日（月）
◎ミッドシニア男子 　
　4月25日（月）〜5月31日（火）

◎グランドシニア男子 　
　2月  1日（火）〜2月28日（月）

※ 参加者は協会ホームページに掲出している 2022 年県ゴルフ協会「大会競技規則」を事前に必ず確認
してください。「大会競技規則（ハードカード）」はポケットサイズにしたものを当日配布いたします。



出場資格
男子の部と同じ（4頁をご参照ください）。
　※�グランドシニア（男子）の部参加者は、18ホールを平均100ストロ
ーク以内でラウンドできること。

　上記の条件を充たし、かつ各部門について以下の資格を有する者。
　シニア男子の部……………�1967年12月31日以前に誕生の者。
　ミッドシニア男子の部……1957年12月31日以前に誕生の者。
　グランドシニア男子の部……1952年12月31日以前に誕生の者。

シニア男子（55歳以上）の部決勝
・�決勝大会予定組数（36組・144名）からシード選手のエントリー数確定
後、予選3会場からの進出人数を確定する。
・�ミッドシニア男子の部上位6位までの者。
〈以下、シード選手〉
・�神奈川アマ2021シニアの部決勝上位者10名。
・�県ゴルフ協会2021年度研修競技会での年間ポイント上位者でシニア
の資格を有する者15名。
・�県ゴルフ協会加盟市町主催の地区ブロック大会上位者。
・�県ゴルフ協会が推薦する者若干名。

特　典
・�シニア男子決勝上位者10名は来年度の一般男子の部決勝シード権が与えられる。
・�シニア男子優勝者は来年度の日本スポーツマスターズの県代表選手に推薦される。
・�シニア男子決勝上位者10名は、来年度のシニアの部決勝シード権が与え
��られる。
・�ミッドシニア男子優勝者には来年度の一般男子の部決勝シード権が与えられる。

・�ミッドシニア男子上位6位までの者は、10月14日（金）レイクウッドGC・西コー
スで行われるシニア男子の部決勝出場権が与えられる。

　※別に競技参加料が必要です。
競技方法
・各部とも18ホールストロークプレーにて行う。
・�順位はマッチングスコアカード方式によって決定する。

賞
・�参加者全員に参加賞を贈る。
・�シニア男子の部決勝進出者にはクオリファイ賞を贈る。
・�各部とも上位6名を表彰する。
・�グランドシニア男子のアンダーハンデ競技については上位者を表彰する。

注意事項
・�グランドシニア男子の部で「アンダーハンデ競技」参加者は、競技当日、最新
のハンデキャップ証明書を持参してください（スマートフォンでも可）。
・�組み合わせは8月中旬（グランドシニア男子は3月中旬、ミッドシニアは6月
上旬）にホームページで発表します（最終面参照）。

・�無断欠場の場合は来年度以降の出場をお断りすることがあります。
・�競技委員会が組み合わせを作成した後の会場移動は出来ません。ただ
し、作成前でも移動希望先のキャンセル待ちになる場合があります。

　※練習ラウンドについては、�P.1をご覧ください。
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�◦指定練習日および大会当日のプレー代
　※各8,000円（プレー代・練習ボール代・昼食代・消費税含む）

ジュニアの部
（兼関東ジュニア予選）
実施要項

♦払込取扱票はP.31

《申込期間》
  2月1日（火）〜3月18日（金）

男子・女子（15〜17歳）の部
　　　　　5月  5日(木)　レイクウッドゴルフクラブ・西コース
� � 　　指定練習日：4月19日㈫、20日㈬、21日㈭、22日㈮�  

男子・女子（12〜14歳）の部
　　　　　5月  5日(木)　レイクウッドゴルフクラブ・西コース
� � 　　指定練習日：4月19日㈫、20日㈬、21日㈭、22日㈮

※ 参加者は協会ホームページに掲出している 2022 年県ゴルフ協会「大会競技規則」を事前に必ず確認
してください。「大会競技規則（ハードカード）」はポケットサイズにしたものを配布いたします。

おことわり
（選手・保護者の方へ）

　「指定練習日」は平日の4日間とし、練
習をする、しないは任意です。ただし、初参
加の選手については指定練習日での練
習を行なうことを原則とします。練習ラウン
ド申し込みについては県協会で受け付け
ます。申し込み方法等の詳細は、後日郵
送します。



出場資格
　アマチュアゴルファーで日本ゴルフ協会アマチュア資格に抵触しない
者。神奈川県ゴルフ協会の加盟団体およびＪＧＡジュニア会員とJ-sysに
登録し、かつ県内に在住または在学している者。
※�「神奈川県ゴルフ協会への登録」は、在住市町にある「県ゴルフ協
会に加盟している各市町ゴルフ協会」または「神奈川県高等学校ゴ
ルフ連盟」への登録をすることによって自動的に県ゴルフ協会へも
登録されます。最終面の各市町ゴルフ協会連絡先をご参照の上、登
録をしてください。
※�JGAジュニア会員およびJ-sysへの登録は「関東ゴルフ連盟　www.
kga.gr.jp/」で手続きをしてください。申込書（払込取扱票）には、
J-sys登録にともない発行されるGlid.No（グリッドナンバー、6桁）
を記入してください。
※18ホールを平均100ストローク以内でラウンドできること。
　上記の条件を充たし、かつ各部門について以下の資格を有する者。
　15歳〜17歳 男子・女子の部（新高校1〜3年生）
　　�2022年4月2日時点で神奈川県内の高等学校に在籍する者および県
内に在住している者。

　12歳〜14歳 男子・女子の部（新中学1〜3年生）
　　�2022年4月2日時点で神奈川県内の中学校に在籍する者および県内
に在住している者。

競技方法
・各部ともセルフ18ホールストロークプレーにて行う。
・順位はマッチングスコアカード方式によって決定する。

国体代表選手候補および強化選手候補
・�15～17歳の部および中学3年生（男子・女子）の最少ストローク者
は2022年栃木国体の県代表選手候補に推薦される。
・�各部上位者（男女）は今年もしくは来年の神奈川県ゴルフ協会ジュニア
強化選手候補に推薦される。

特　典
・�男子15～17歳および12～14歳の部優勝者は6月7日（火）相模原GC・東
コースで行われる男子の部決勝出場権が与えられる。
・�成績上位者は関東ジュニア選手権決勝出場権が与えられる。
　　（7月27日～7月29日/男子：富里GC・女子：千葉CC・野田）
　�　（関東地区全予選会場の申し込みがすべて完了後予選通過者数を参
　　加人数で案分します。決勝進出者数は6月中旬発表を予定しています）

賞
・�12～14歳男子・女子の部は上位３名を、15～17歳男子・女子の部は
上位6名を表彰する。

注意事項
　関東ジュニア予選として本大会と他関東地区予選の重複申込、出場
はできません。
※詳細に関しては大会事務局までお問い合わせください。
・�組み合わせは4月下旬にホームページで発表の予定です。
・�詳細は、随時協会より通知します。
・�無断欠場の場合は来年度以降の出場をお断りすることがあります。
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�◦公式練習日および大会当日のプレー代
　※各8,000円（プレー代・練習ボール代・昼食代・消費税含む）

♦払込取扱票はP.33

《申込期間》
  2月1日（火）〜3月18日（金）

男子・女子（新小学4年〜6年生）の部
　　　　　6月26日(日)　相模湖カントリークラブ 百合・藤コース
� � 　公式練習日：6月19日㈰�  

ジュニア
（小学生）の部

（兼関東小学生ゴルフ大会予選）
実施要項

■公式練習ラウンドについて
・ 原則として本戦と同じ組合せで行ないますが、練習ラウンド以降、組み替え

を行う場合があります。
・原則として公式練習ラウンドに参加しないと本戦には出場できません。

※ 参加者は協会ホームページに掲出している 2022 年県ゴルフ協会「大会競技規則」を事前に必ず確認
してください。「大会競技規則（ハードカード）」はポケットサイズにしたものを配布いたします。

おことわり
（保護者の方へ）

　小学生の部は、公式練習日・大会日と
も、親権者を含めキャディーが付く事が出
来ません。ハウスキャディーも付かない“セ
ルフプレー”です。
　選手は、担当委員が操作するカートに
ゴルフバッグを積み、歩いてのプレーとなり
ます（委員会が認めた場合に限り、カート
への乗車を認める）。
　エントリーにあたっては、この点をご承知
おきください。



出場資格
　アマチュアゴルファーで日本ゴルフ協会アマチュア資格に抵触しない者。神
奈川県ゴルフ協会の加盟団体およびＪＧＡジュニア会員に登録し、かつ県内に
在住または在学している者。
※�「神奈川県ゴルフ協会への登録」は、在住市町にある「県ゴルフ協
会に加盟している各市町ゴルフ協会」へ登録をすることによって自
動的に県ゴルフ協会へも登録されます。最終面の各市町ゴルフ協会
連絡先をご参照の上、登録をしてください。
※�JGAジュニア会員への登録は「関東ゴルフ連盟　www.kga.gr.jp/」
で手続きをしてください。
※18ホールを平均120ストローク未満でラウンドできること。
　上記の条件を充たし、かつ以下の資格を有する者。
・小学生の部（新小学4〜6年生）
　�2022年4月2日時点で神奈川県内の小学校に在籍または県内に在住し
ている者。

競技方法
18ホールストロークプレー
・�セルフによる18ホールストロークプレーにて行う。親権者を含めキ
ャディーがつくことは出来ない（ハウスキャディーもつかない）。
・�順位はマッチンングスコアカード方式によって決定する。

特　典
・��成績上位者は関東小学生ゴルフ大会決勝（7月26日�森永高滝CC）出
場権が与えられる。
　（�各県予選会および各ブロックの申込者により案分するため、決勝
進出者数は後日通知する）

賞
・�男女とも上位3名を表彰する。

注意事項
　関東小学生予選として本大会と他関東地区予選の重複申込、出場は
できません。
※詳細に関しては大会事務局までお問い合わせください。
・�組み合わせは5月中旬以降、ホームページで発表の予定です。
・詳細は、随時協会より通知します。
・�無断欠場の場合は来年度以降の出場をお断りすることがあります。
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[記入の際の注意事項]
加盟市町協会への照会の際に必要となりますので「協会名・会員番号」を必ず書いてください。

★ 男 子 の 部／�予選参加者は、希望会場記入欄の「予」に○を、シード選手は、「準」「決」に○をして会場名（第1希望会場と第2希望会場）
を記入してください。各会場とも定員枠に達し次第締め切り、以後は第2希望の会場になります。申し込みが遅れ第2希望会場も
定員に達した場合は順次余裕のある会場に振り替えられます。
・�準決勝シード選手は準決勝会場名（第1希望・第2希望）のいずれかを記入してください。3会場とも定員に達し次第締め切ります。
・決勝シード選手は“相模原GC東コース”とご記入ください。
・大学生（新1～4年生）で、県ゴルフ協会に個人登録している方は、協会名、会員番号の記入は不要です。

★ 女 子 の 部／・大学生（新1～4年生）で、県ゴルフ協会に個人登録している方は、協会名、会員番号の記入は不要です。
★ ミッド男子の部／�予選参加者は、希望会場欄に第1希望会場と第2希望会場を記入してください。決勝シード選手は「戸塚CC東」とご記入くださ

い。（各会場とも定員枠に達し次第締め切ります。以後は第2希望の会場になります。）
★ シニアの部／�男子55歳以上の部への参加者は希望会場欄に第1希望会場と第2希望会場を記入してください。
� 　　　（各会場とも定員枠に達し次第締め切ります。以後は第2希望の会場になります。）

・決勝シード選手は「レイクウッドGC・西コース」に○印をしてください。
・�グランドシニア参加者でアンダーハンデ競技に参加する場合は申し込み時点のJ-sysハンデを記入してください。競技当日は、
最新のハンデキャップ証明書を持参してください。（ハンデキャップの証明はスマートフォンでも可。）

★ジュニアの部／参加者は参加部門名を○で囲んでください。
※�JGA会員番号は必ず記載してください。
※男子・女子 15～17歳、12～14歳の部については�J-sys登録が無いと出場できません。J-sys登録にともない発行されるGlid.No（6桁）を
　必ず記入してください。
※申し込み時点で学校が決まっていない場合、新学年のみ記載し、決定次第ご連絡ください。

◆第1希望会場が定員に達し、第2希望会場の記載が無い場合は、第1希望会場でのキャンセル待ちとなります。
◆出場会場が確定次第、受付証を返送いたします。（受付証が届かない場合は事務局までお問い合わせください。）　　
◆出場資格を充たしていれば各部門に重複参加することもできます。参加部門毎の払込取扱票でお振込みください。



競技当日受付にて、「アマチュア資格確認」の署名をしていただきます。　　　　　
（複数部門に参加する場合は初回に署名していただければ結構です。）

大会出場中の映像・写真・記事・記録等の新聞・プログラム・インターネット・テレビ・
雑誌等への掲載権は主催者に属します。

参加申込書に記入された個人情報は、神奈川アマの成績に応じた特典として出場資格
を与えられる競技大会の主催者に提供する場合があります。

YouTube神奈川県ゴルフ協会公認チャンネル
「神奈川ゴルフTV」

https://youtube.com/c/kanagol

チャンネル登録については協会ホームページでご確認ください。

メディアでの取り扱いについて

個人情報の取り扱いについて

アマチュア資格確認書の署名について

YouTubeで大会の様子を配信しています


