
スポーツニッポン新聞社 事業部
大会について

〒135 -8517   東京都江東区越中島2-1-30　TE L : 03（3820）0651

平日午前10時～午後6時

せ
合
問

※貴殿の個人情報は、スポーツニッポン新聞社が行う各種イベント、各種サービスのご案内等に使用する場合がありますのでご了承ください。

※定員は変更となる場合があります。定員になり次第、締切とさせていただきます。

18ホール・ストロークプレー。各大会の上位者は
関東大会予選、東北大会、北海道大会に出場でき
ます。予選進出人数は、各会場のマンデートーナ
メント参加人数に応じて配分されます。（久邇会
場のブロック分けは、Aブロック（北→西）、Bブ
ロック（西→東）となります。）

日本ゴルフ協会ゴルフ規則と各競技会場ロー
カルルールを適用

満20歳以上の社会人で、ハンディキャップを所
持していない方、または最近3Rの平均が90スト
ローク台以下の方。

7,700円（プレー代は各自負担） 
※予選大会へは別途11,000円の参加費が必要。

＜肖像に関する同意内容＞本競技の申し込みに際し、出場希望者は選手権（競技に伴う前後の行事等を含
む）に関して、その中継、再放送、報道、広報のため、あるいは主催者の目的に反しない範囲で利用するため
の写真、テレビ、その他媒体に関わる肖像権を主催者（選手権）に譲渡することを、予め同意することとする。
＜個人情報に関する同意内容＞本競技への申し込みに際し、出場希望者の個人情報を次の目的の範囲内
で他に提供（公表）することについて、予め同意することとする。① 日本社会人ゴルフ選手権（以下、選手
権）の参加資格の審査。　② 選手権の開催及び運営に関する一切の業務。これは選手権関係者（協賛会社、
報道関係者を含む）に対する選手情報や競技結果の公表も含む。③ 出場者の個人情報と競技結果の保存、
ならびに選手権終了後も必要に応じ適宣の方法による公表。なお、出場者が本競技の申し込みをされた時
点で、肖像権ならびに個人情報に関する合意内容を承諾しているものとみなします。

大 会 要 項 注 意 事 項
マンデー大会

18ホール・ストロークプレー。

日本ゴルフ協会ゴルフ規則と各競技会場ローカ
ルルールを適用

① 満20歳以上の社会人でJGA／USGAハンディ
キャップインデックス9.9以内また は 日本パブ
リックゴルフ協会、所属クラブいずれかのハンディ
キャップが9.9以内　
※大会開催日より1年以内のハンデ証明書提出必須
② マンデー大会通過者

関 東 予 選： 16,500 円（関東決勝含む）
東 北 大 会： 13,200 円（パーティ費含む）　　
北海道大会： 11,000 円（パーティ費含む）
関東リベンジ ：   3,000円
プレー費他は各自負担　
※全国大会は別途5,500円の参加費がかかり ます。

各地区選手権の優勝～3位、ベストシニアにスポ
ニチ杯と副賞、以下10位までとシニアクラス３
位まで副賞。関東決勝上位10位タイまでの選手及
びシニアクラス上位3位タイまでの選手は第18回
関東決勝大会のシード選手となります。

予 選 大 会
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表 彰

当年55歳以上の方はシニアクラスにエントリーすることが
できます。
各予選お申し込み時に「レギュラークラス」か「シニアクラ
ス」のどちらかをお選びください。成績は混合のものではな
く、各部門で順位を決定します。各地区の決勝大会や日本選
手権も各部門でクオリファイを出します。

シニアクラス（当年55歳以上、選択制）

大会について
①日本国憲法に問われる者、あるいは反社会的勢力・団体に
関係する者、およびこれらに準ずると判断される者は、本競技
への参加を認めません。
②大会における各種トラブル等につきましては、大会主催者ま
でご連絡ください。開催会場への直接のお問合せやご意見は
ご遠慮ください。
エントリーについて
① 定員になり次第締め切ります。
②他会場との重複エントリーはできません。
③選手本人以外の代理によるエントリーの場合は、必ず本人
の了承を得た上、二重登録にならないようにしてください。
④予選大会は大会開催日より1年以内のハンデ証明書提出が必
要です。申込締切日までにご提出ください。
⑤競技規則、組み合わせ表等は開催日の1週間前までに公式
HPに掲載いたします。
参加費・キャンセルについて
①キャンセルは必ずご連絡ください。
②申込締切日以降のキャンセルはいかなる理由でも返金いたし
ません。
③試合当日の出場キャンセルは必ず会場までご連絡ください。
以上の事項は厳守してください。

・55歳以上であってもレギュラークラスへのエントリーは可能です 
　 ※大会途中での変更は不可
・当年55歳以上（2022年12月31日までに55歳に なる方）であれば  
　シニアクラスへのエントリーが可能です
・予選大会からの区分けですので、マンデー大会は混合競技とな
　ります

千　葉

神奈川

埼　玉

会　場 開　催　場　所 申込締切日
千葉県長生郡一宮町東浪見3166
TEL:0475-42-3711
神奈川県厚木市下荻野1920
TEL:046-241-1311

TEL:0467-51-0211

埼玉県飯能市平松470
TEL : 042-973-1192

マンデー大会

日本選手権

長　野

埼　玉

茨　城

静　岡

千葉１

神奈川

東　京

千葉２

関東リベンジ

関東決勝

会　場 開　催　場　所 申込締切日

埼玉県比企郡嵐山町鎌形1146
TEL:0493-62-2355

北海道北広島市三島113
TEL:011-377-3131

千葉県市原市永吉937
TEL: 0436-52-3111

静岡県伊東市川奈1459
TEL:0557-45-1111

長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢
TEL:0267-48-0072

茨城県龍ケ崎市泉町2080
TEL: 0297-62-2611

千葉県市原市田尾1293-2
TEL:0436-88-2211

TEL:0436-36-6111

予 選 大 会

大 会 日 程

関東大会 兼 関東社会人ゴルフ選手権

埼玉県日高市高萩1203
TEL:042-989-1311

東京都小平市御幸町331
TEL:042-381-1221

開催日 開　催　場　所 申込締切日
北海道大会 兼 北海道社会人ゴルフ選手権

北海道決勝

一の宮CC、厚木国際CCでのマンデー大会を通過できなかった場合は久邇CC へ再エントリーできます。その際、参加費は無料です。ただし
エントリーの重複はできません。

再
チャレンジ

ハンディキャップ10～20程度の方が対象。マンデー大会を通過すると、予選大会に出場できます。

シングルハンディの方が対象。予選大会を通過すると、日本選手権に出場できます。

全国各地区で予選を通過した方が対象。社会人ゴルファー日本一を決めます。
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4/27（水）

4/27（水）

5/22（日）

開催日

開催日

決勝進出者には別途
ご案内を郵送します。

8/  8（月）

7/21（木）

7/  7（木）

7/  7（木）

6/30（木）

6/22（水）

6/20（月）

6/14（火）

8/  9（火）

6/12（日）

宮城県柴田郡川崎町川内字西山8
TEL:0224-84-2350

開催日 開　催　場　所 申込締切日
東北大会 兼 東北社会人ゴルフ選手権

東北決勝

東北マンデー 名24
名48

定　員

7/13（水）

7/13（水）

5/15（日）

5/17（火）

6/ 3 （金）

9/5 （月）

8/24（水）

8/6 （土）

7/25（月）

7/22（金）

7/15（金）

7/7 （木）

7/5 （火）

6/29（水）

6/25（土）

8/26（金）

7/28（木）

7/29（金）

一の宮カントリー倶楽部・西コース
厚木国際カントリー倶楽部・西コース
久邇カントリークラブ

クラークカントリークラブ

東蔵王ゴルフ倶楽部
東蔵王ゴルフ倶楽部

軽井沢72ゴルフ東コース・入山コース
嵐山カントリークラブ
龍ヶ崎カントリー倶楽部
川奈ホテルゴルフコース・富士コース
浜野ゴルフクラブ
湘南カントリークラブ
小金井カントリー倶楽部
鶴舞カントリー倶楽部・東コース
キングフィールズゴルフクラブ
日高カントリークラブ

▶  表　彰

10/ 6（木）・7（金）

開 催 日 開　催　場　所 競技方法

▶ 日本選手権 出場資格 ▶  特　典
◎優勝者には、内閣総理大臣杯、優勝
杯、チャンピオンブレザー、以下
10位までを表彰します。
◎シニアクラス優勝者には文部科学大
臣賞状、以下3位までを表彰します。

◎日本選手権出場者に記念品を贈呈。

①優勝者は以後10年間本大会日本選手権へのシード選手となります。
なお、2度以上の優勝者は本大会の永久シード選手となります。
②2～10 位までの選手は来年度の日本選手権へのシード選手と
なります。
③シニアクラスの優勝～3位までの選手は来年度の日本選手権への
シード選手となります。

①各地区予選通過選手
②昨年度日本社会人ゴルフ選手権上位10 位タイまでの
選手及びシニアの部上位3位タイまでの選手（シード）
③直近10年間の日本社会人ゴルフ選手権優勝者（シード）
④日本選手権開催コースより推薦選手若干名
⑤主催者より推薦選手若干名

TE L : 042-776-8811相模原ゴルフクラブ・東コース 神奈川県相模原市南区大野台4-30-1 2日間36ホー ル・ストロークプレー


