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競技概要 

1. 開催日程 

(1) 予 選：2022年 10月 23日（日） 

(2) 1回戦：2022年 11月 6日（日） 

(3) 準決勝：2022年 11月 13日（日） 

(4) 決 勝：2022年 11月 20日（日） 

(5) 予備日：2022年 11月 27日（日) 

 

2. 参加資格 

(1) ブリック＆ウッドクラブの株主会員、もしくは、終身会員であること。 

(2) クラブハンディキャップを保持していること。 

(3) 昭和 32年(1957年)12月 31日以前に誕生の者であること。 

 

3. ゴルフ規則 

本競技においては日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則と、この競技の条件を適

用する。本書に記載の無い事項や追加変更がある場合は、大会実施要項や選

手への通知文書、または競技会場での掲示物に掲載するので必ず参照するこ

と。 
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競技の条件 

 

1. 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。 

 

2. 行動規範 

  行動基準に違反した場合は、委員会はプレーヤーに対し 1 打罰や一般の罰

を課すこともある。また、基準に反する重大な非行に対してはプレーヤーを

失格にすることもある。 

 

3. 使用球・使用クラブの規格 

(1) ストロークを行う時に使用する球は R&Aが発行する最新の適合球リスト

に掲載されていなければならない。 

(2) ストロークを行うために使うドライバーは R&Aが発行する最新の適合ド

ライバーヘッドリストに掲載されているクラブヘッド（モデルとロフト

で識別される）を持つものでなければならない。ストロークを行う時、

プレーヤーは 2010 年 1 月 1 日に施行された用具規則の溝とパンチマー

クの使用に適合するクラブを使わなければならない。 

 

4. ゴルフシューズ 

正規のラウンド中、競技者が金属製・セラミック製、または委員会がそれと

同等と認めた鋲を有するゴルフシューズを使用することを禁止する。この条

件の違反の罰は競技失格。 

 

5. 競技終了時点 

  競技委員会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。 

 

6. ホールとホールの間の練習（予選ストロークプレーのみ適用） 

ホールとホールの間、プレーヤーは次のことをしてはならない。この条件の

違反は一般の罰。 

(1) 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。 

(2) 終了したばかりのパッティンググリーンの表面を擦ったり、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. プレーの中断と再開 

(1) 通常のプレーの中断（落雷などの危険に伴わない気象状況）については、

規則 5.7b, c, dに従って処置をしなければならない。 

(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時は、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時は、各競技者はすぐにプレーを

中断しなければならず、その後、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

た時は、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。 

(3) プレーの中断と再開の合図については、別途競技委員会が定めた指示に

従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 5 - 
 

競技の方式 

 

1. 予選要項 

(1) 18 ホールストロークプレーによりストロークスコア上位者が本選進出

とする。 

(2) スーパーシニア選手権は男女混合競技とする。 

(3) 競技参加者が 8人以上の場合、本選進出者は 8人とする。 

(4) 競技参加者が 8人未満の場合、本選進出者は 4人とする。 

(5) 使用ティーインググラウンドは男子がフロント 2（白）、女子がレディー

ス（赤）とする。 

(6) 18ホールを終わりタイが生じた場合は、マッチング・スコアカード方式

にて、決定する。 

① ワンウェイスタートの場合は、終わりの 9ホールの合計スコア、6ホ

ールの合計スコア、3ホールの合計スコアの順で決定し、なお決定し

ない場合は最終ホールのスコアで決定する。上記により決定できな

い場合は、最終から 2 番、3 番の順で各ホールのスコアを比較して

決定する。 

② ツーウェイスタート（アウトインスタート）の場合は、10番から 18

番の 9 ホールの合計スコア、13 番から 18 番の 6 ホールの合計スコ

ア、16 番から 18 番の 3 ホールの合計スコアの順で決定し、なお決

定しない場合は 18番ホールのスコアで決定する。上記により決定で

きない場合は、17番、16番の順で各ホールのスコアを比較して決定

する。 

 

2. 本選要項 

(1) 1回戦（8人から 4人） 

① 18ホールマッチプレーにより勝者が準決勝進出とする。 

② 全ホール終了時点で勝敗が付いてない場合は、勝敗が付くまで 1 番

ホール、9番ホールの繰り返しでマッチプレーを行う形とする。この

方式は決勝戦まで同様に適用される。 

③ 使用ティーインググラウンドは男子がフロント 2（白）、女子がレデ

ィース（赤）とし、決勝戦まで変更はないものとする。 

(2) 準決勝（4人から 2人） 

① 18ホールマッチプレーにより勝者が決勝戦進出とする。 

(3) 決 勝（2人から 1人） 

① 18ホールマッチプレーにより決する。 

 

3. その他事項 

(1) 表彰対象者は優勝者と準優勝者のみとし、3位決定戦は行わない。 

(2) 表彰式は各年度競技スケジュールに準じ決勝日終了後実施する。 
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競技における注意事項 

 

1. プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないように注意するこ

と。プレーの不当な遅延については警告、もしくは、ペナルティを課す場合

もある。 

2. ストロークプレーはハーフ 2 時間 15 分を目標にプレーすること。自分たち

の組が遅れていると感じた場合、同じ組の他のプレーヤーにもそのことを告

げ、すぐに遅れを回復するよう努力すること。また、グリーンにおけるライ

ンの確認は、他のプレーヤーが確認している時に、自分のラインも確認して

おく、クラブをしまわずに速やかにカートに乗るなど時間短縮に留意するこ

と。 

3. キャディに関して 

(1) 本選 1回戦よりキャディ帯同を許可する。キャディの用意は、選手個人

の自己責任とする。但し、決勝戦では必ずキャディを帯同する。 

(2) キャディは競技委員会で用意したビブスの着用を義務付ける。 

(3) キャディは原則ブリック＆ウッドクラブの会員、もしくはアマチュア資

格を有するものとする。但し、未成年はキャディとして認めない。 

4. カートに関して 

(1) 準決勝までは競技者 2人で 1台とする。 

(2) 決勝のカートは競技者 1人で 1台とする。 

5. 特別競技規則および競技の条件に追加、または変更がある場合、スタートホ

ールのティーイングエリアにおいて通達する。 
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BWC競技ローカルルール 
 

1. アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。 

2. 修理地は青杭を立て、白線をもってその限界を定める。青杭と白線で標示し

てある区域は、プレー禁止の修理地である。球がその区域内にある場合や、

その区域がスタンスや意図するスイングの区域の妨げとなる場合は、救済を

受けなければならない。2 

3. 雨により水没し、完全な救済のニアレストポイントがバンカー内に取れない

ことから全域を修理地指定したバンカーについては、バンカー外で罰なしの

救済を受けなければならない。但し、水が引き、バンカー内で完全な救済の

ニアレストポイントが取れる場合には、青杭がバンカー内に残っていても、

規則 16.1(c)(1)による救済（バンカー内での無罰の救済）を受けることが出

来る。 

4. 動かせない障害物 

(1) 人口の表面を持つ道路とそれに接している排水溝。 

(2) その他、給排水目的で設置されている人工物、カート道路に隣接する柵 

5. レッドペナルティーエリアは、赤杭または赤線をもってその限界を標示する。 

6. パッティンググリーンのエプロンやフリンジ周辺の縁取り用の溝は修理地

である。プレーヤーの球が溝の中にあるか、触れている場合、あるいはその

溝が意図するスイング区域の障害になる場合、プレーヤーは罰なしの救済を

受けることができる。 

7. 3 番、17 番ホールにおいて、レッドペナルティーエリアに止まったことが、

「分かっている、または事実上確実」である場合、レッドペナルティーエリ

アの救済に加えて、設置してあるドロップエリアより 1打付加してプレーす

ることができる。その際、球はドロップエリア内にドロップし、そのエリア

内に止まらなければならない。 

8. 4番ホールにおいて、右斜面の目標ポールに球が当たった場合、そのストロ

ークは無効とし、打ち直さなければならない。 
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大会特別規則 

 

  

1. ラウンド前のコースでの練習の禁止 

ストロークプレーはもちろん、マッチプレー競技の当日の、コースでの練習

を禁止する。 

2. スタート前の打球練習は指定練習場にて行うこと。指定練習場とは、ドライ

ビングレンジ、バンカー練習場、アプローチ練習場、パター練習場である。

ドライビングレンジでの練習ボールは一人 24 球に制限する。この条件の違

反は一般の罰（ストロークプレー（予選）：最初のホールに 2 打の罰、マッ

チプレー（本選）：最初のホールの負け）。但し、同日に 2マッチプレーがあ

り 1試合目に勝利した選手は、2試合目までの間にドライビングレンジにお

いて追加で一人 24球まで練習を行うことができる。 

3. 前項「ドライビングレンジでの練習ボール 24 球制限」に関し、次の場合に

限り球数制限の例外とする:同日に 2 マッチプレーがあり、1 試合目に不戦

勝しコースでプレーしない選手。 

4. ハーフターン時のドライビングレンジ、バンカー練習場、アプローチ練習場

での練習は禁止する。この条件の違反は一般の罰（ストロークプレー（予選）：

次のホールに 2打の罰、マッチプレー（本選）：次のホールの負け）。 

 

上記以外は日本ゴルフ協会競技規則によるものとする。 

 

競技委員長 寺島 久史 

 

 


