
 

 

ゴルフライフスクランブルゴルフツアー 

2017WEEKEND スクランブルゴルフ選手権 ペア戦／チーム戦 

関東 B ブロック｜第 1 予選会 

会場要綱 

 

開催日: 2017 年 9 月 2 日(土) 

開催会場: サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部 

 

■プレーフィ 

ペア戦：13,000 円（税込）/人 

チーム戦：16,250 円（税込）/人 

※プレー代・飲食代・各売店代等は各自大会当日にゴルフ場にてご精算ください。 

 

■プレースタイル 

 ペア戦：セルフ、乗用カート 

チーム戦：キャディ付き、乗用カート 

 

■会場ご案内 

・施設オープン時間 

 クラブハウス 6：30～ 大会受付 6：30～ レストラン 6：30～ 練習場 6：30～ 

・スタート前の練習はお一人様 1 カゴ 30 球（360 円/税込）までとさせていただきます。 

※混雑緩和の為 

※練習場での使用クラブに関して、男性のドライバーの使用はできませんので、予めご了承ください。 

・クラブバスの運行はございません。 

・TOP スタート（予定）7：00～ ※組み合わせは、開催日の 7 日前に公開します。 

 

■競技規則 

日本ゴルフ協会競技規則及び本大会競技規則並びに開催コースローカルルール適用  

 ※ゴルフ場ローカルルールは大会当日に追加ローカルとして掲示、説明をいたします。 

 

■競技方法 

【ペア戦】 

18 ホール（スクラッチ） オリジナルスクランブル方式によるペア戦。 

  １ペア 2 名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジション

と思われるボールを選択し、その地点から 2 人が打つ。（選択されなかったボールは速やかにピックア

ップしその地点へ）これをカップインまで繰り返す。 

カップインした時点でスコアは確定する。  

※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン(この時点でスコアは確定)した場合でも、

以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。(練習ストロークとみなさない) 

但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。 



※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。 

●ティショットの制限  

1. ティショットにおいて 18 ホールラウンド中、１人最低 7 ホールのティショットを選択しなければな

らない。 

2. 棄権などにより 1 名の場合は 1 人最低 7 ホールのティショットを選択する条件は適用しないものと

する。 

3. ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は 1 ホールにつき 2 罰打とする。 

 

●ティショット～グリーン 

1. ティショットは 1 ペア 2 名が打つ。（男性と女性はティが異なる） 

2. セカンドショット以降はペアの中でベストポジションと思われるボールを選択する。 

3. その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。

そのティペグからホールに近づかない半径 30 ㎝の半円内に自分のボールをプレースし、ペア 2 名が

打つ。 

4. 打順はペア内で決めることが出来る。 

5. バンカー内のボールを選択した場合は 1 人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。 

6. マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。 

 

●グリーン上  

1. グリーン上でも採用するボールを選択する。 

2. そのボールをマークしホールへ近づかない半径 15 ㎝の半円内にボールをプレース。 

3. ペア内のどちらかがカップインした時点でそのホールのスコアが確定。 

4. マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。 

 

※当予選会規定の上位ペアが関東 B ブロック決勝に進出。 

※各ブロック決勝の規定上位ペアがチャンピオン大会に進出。 

※メンバー変更は、予選会は認めるものとするが、予選会通過ペアメンバーから、ブロック決勝、チャン

ピオン大会におけるメンバー変更は認めない。 

（注 1）ブロック決勝及びチャンピオン大会への出場辞退ペアが出た場合、辞退ペアが参加した会場内

で繰り上げを行います。 

（注 2）予選会からのブロック決勝、チャンピオン大会への通過ペア数は、各大会の参加ペア数により

変更する場合があります。 

（注 3）悪天候等で、全ペアが 18H 終了できない場合は 9H の成績で順位を決定する場合もある。 

 

【チーム戦】 

18 ホール（スクラッチ）オリジナルスクランブル方式によるチーム戦。 

1 チーム 4 名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジショ

ンと思われるボールを選択し、その地点から 4 人が打つ。（選択されなかったボールは速やかにピック

アップしその地点へ）これをカップインまで繰り返す。 

カップインした時点でスコアは確定する。 

※先の打順のプレーヤーのショット又はパットがカップイン（この時点でスコアは確定）した場合でも、

以降の打順のプレーヤーがショット又はパットをすることができる。（練習ストロークとみなさない） 

但し、これらのショット又はパットのためにプレーを不当に遅延させてはならない。 



※ゲーム中プレースされた球はアドレスをした時点でインプレーとなる。  

●ティショットの制限 

1. ティショットにおいて 18 ホールラウンド中、１人最低 4 ホールのティショットを選択しなければな

らない。 

2. 欠場又は棄権などにより 3 名のチームは 1 人最低 5 ホールのティショットを選択しなければならな

い。 

3. ホールアウトの時点でこの条件をクリアできない場合は 1 ホールにつき 2 罰打とする。 

 

●ティショット～グリーン 

1. ティショットは 1 チーム 4 名が打つ（男性と女性はティが異なる） 

2. セカンドショット以降はチームの中でベストポジションと思われるボールを選択する。 

3. その他のボールは速やかにピックアップし、選択したベストポジションにティペグでマークをする。

そのティペグからホールに近づかない半径 30 ㎝の半円内に自分のボールをプレースし、チーム 4 名

が打つ。 

4. 打順はチーム内で決めることが出来る。 

5. バンカー内のボールを選択した場合は 1 人が打つごとにそのバンカーは均すことができる。 

6. マークしたティペグは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。 

 

●グリーン上 

1. グリーン上でも採用するボールを選択する。 

2. そのボールをマークしホールへ近づかない半径 15 ㎝にボールをプレース。 

3. チーム内の誰かがカップインした時点でそのホールのスコアが確定。 

4. マークは最後の選手がボールをプレースするまで取り除かないこと。 

 

※当予選会規定の上位チームが関東 B ブロック決勝に進出。 

※各ブロック決勝の規定上位チームがチャンピオン大会に進出。 

※メンバー変更は、予選会は認めるものとするが、ブロック決勝及びチャンピオン大会においてのメンバ

ー変更は予選会通過又はブロック決勝通過メンバーより 1 名まで認める。 

（注 1）ブロック決勝及びチャンピオン大会への出場辞退チームが出た場合、辞退チームが参加した会

場内で繰り上げを行います。 

（注 2）予選会からのブロック決勝、チャンピオン大会への通過チーム数は、各大会の参加チーム数に

より変更する場合があります。 

（注 3）悪天候等で、全チームが 18H 終了できない場合は 9H の成績で順位を決定する場合もある。 

 

■プレーの進行 

・スタート前に競技説明をすることから、スタートホールへの集合はご案内のスタート時間10分前を

目安に集合して頂きたく、早めのご準備にてお願いいたします。 

・「ハーフ 2時間 15分以内」を目安にラウンドをお願いいたします。 

・プレー中は、以下の点にご留意くださいますようご協力をお願いいたします。 

◎前の組とプレー間隔をあけないでください 。 

※特に理由もなく先行の組と 1 ホール以上空けると、1 回の警告後、その組全員にペナルティ（2 打

罰）を科す。（トラブルがあって遅れた場合はその組全員でその遅れを取り戻す努力をする義務があ

る） 



 

■キャンセル・メンバー変更等のご連絡 

・病気、事故等により参加を取りやめる場合や、メンバーの変更がある場合は、下記事務局までご連絡

ください。 

・大会開催当日のご連絡は、直接ゴルフ場へご連絡ください。 

 

■ゴルフライフがお勧めするドレスコード 

ご来場の皆様に楽しくプレーしていただくために、以下の事項にご協力ください。 

【ご来場時およびクラブハウス内】 

  ・ジーンズ、カーゴパンツ、トレーナー類およびTシャツでのご来場は、ご遠慮ください。   

  ・ジョギングシューズ・スニーカー等でのご来場はお断りしております。 

【プレー時】 

(男女共通)   

・ゴルフシューズは、ソフト鋲もしくはスパイクレスのみ使用可となります。 

・ハーフパンツを着用の場合、踝の隠れる靴下を着用してください。 

  ・シャツは襟付き、またはタートルネック、ハイネック(襟があれば可)をご着用ください。 

・タオルは肩に掛けたり、腰に下げたりしないでください。 

 (男性) 

・ハーフパンツは、膝丈の物を着用してください。 

・シャツの裾はスラックス等の中に入れてください。 

(女性)  

・スカート、スラックス、キュロットスカートまたは膝までのパンツをご着用ください。 

・デザイン的にシャツの裾を外に出すようなウェアの場合は、スラックス、スカート、パンツの中に

入れなくても結構です。 

 

■賞典 

 【ペア戦】 

 ・参加賞(大会受付にてお受け取りください)  

・1 位ペア：ブロック決勝大会エントリーフィ(参加費)免除 GL チケット贈呈  

・規定上位ペア：ゴルフ場無料券等  

【チーム戦】 

・参加賞(大会受付にてお受け取りください)  

・1 位チーム：ブロック決勝大会エントリーフィ(参加費)免除 GL チケット贈呈  

・規定上位チーム：ゴルフ場無料券等  

※表彰式等はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ヤーテージ 

 【ペア戦・チーム戦】  

・男性：バックティ（青）使用／女性：レディスティ（赤）使用 

・使用グリーン：ベントグリーン 

 

※YARDAGE、使用グリーンは、コースコンディションにより変更される場合があります。 

 

■お問い合わせ・ご連絡先 

【ゴルフライフ株式会社 大会運営事務局】 

 電話: 03-6300-6025(平日 10:00～18:00 祝祭日除く)  

  お問合せフォーム：https://athlete.golf-l.jp/contact 

 

【開催ゴルフ場】 

サンクチュアリ霞南ゴルフ倶楽部 

〒300-0603 茨城県稲敷市伊佐部 1450 TEL：0299-79-1313 

https://athlete.golf-l.jp/contact

