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本大会は、ゴルフ界合同震災復興支援チャリティープログラム
「グリーン・ティー・チャリティー～日本のゴルフが、日本のチカラに。～」に賛同し、
ゴルフを通じて行われる支援活動に協力していきます。
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毎日新聞水戸支局

茨城県ゴルフ倶楽部支配人会

茨城県ゴルフ練習場連盟

茨城県アマチュアゴルフ連盟

スポーツニッポン新聞社

コカ・コーライーストジャパン

茨城県東部毎日会・茨城県南部毎日会

スポニチプライム

6月25日（水）

7月 7日（月）

7月28日（月）

8月18日（月）

8月30日（土）

サザンヤードカントリークラブ

取手国際ゴルフ倶楽部（西コース）

静ヒルズカントリークラブ

霞ヶ浦カントリー倶楽部

ザ・オーシャンゴルフクラブ

9月19日（金）茨城ゴルフ倶楽部（東コース）

■予選大会

■決勝大会

参加者
募集中
（定員になり次第締め切らせていただきます）

お申込み方法（予選会）

インターネットから申し込む
※スポーツエントリーからのお申込みとなります。大会名検索に｢毎日｣と入力いただき、検索して下さい。
　出場エリア・クラスをお選びになり、お申込み画面より必要事項をご記入の上、お申込み下さい。

h t t p : / /www . s po r t s e n t r y . n e . j p

2 FAX
で申し込む

※下記参加申込書ご記入後、ＦＡＸにてご送信下さい。その後お支払いに関するご案内を、
メールまたはＦＡＸにてご連絡いたします。※ＦＡＸ番号はお間違えのないようご注意下さい。

※連絡がない場合は、恐れ入りますが、スポーツエントリーカスタマーサポートセンター

　ＴＥＬ.0570-550-846
　尚、ＩＰ電話、ケーブルテレビ専用電話等、および海外からのお電話は繋がりません。

ＦＡＸ送信先： 0120（37）8434 （スポーツエントリー）

参加大会・
クラスに
□印

8月30日（土）

フリガナ

名前

フリガナ

〒　　　̶

フリガナ

メールアドレス

ハンディキャップ ハンディキャップ種別 ＪＧＡ・所属クラブ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＠

連絡先
住所

お支払い方法 エントリーフィ　予選会：一般＝4,500円（税込）　 女子＝4,000円（税込）/1会場

男
・
女

生年月日 西暦　　　年　　月　　日

（大・昭・平 　　　　 　　　年） 満　　　　歳

大会当日の年齢

ＴＥＬ　　 （　　　　　　） 
ＦＡＸ 　　　　（　　　　　　） 
携帯 　　　　（　　　　　　） 

※電話番号は
日中連絡の
取れる番号
をご記入下
さい

※ジュニアの方必須　学校名　　　　　　　　　

※メールアドレス記入者へは、メールで通知いたします。携帯電話で受信拒否されている方は、～＠sportseｎtry.ne.jpを受信可能にして下さい。※1 会場毎に参加費・支払い手数料
が発生しますので、ご注意下さい。※組合せ表は、大会１０日程前に郵送にてご連絡いたします。

■お支払い方法をいずれか1つチェックしてください。

■クレジットカードでお支払いの方のみご記入ください。

コンビニエンスストア支払いの方　　□セブンイレブン　　　□ローソン　　　□ファミリーマート　　　□セイコーマート

クレジット支払いの方　 　　　　□ＶＩＳＡカード　□ＭＡＳＴＥＲカード　□ＪＣＢカード　□ＯＭＣカード　□ＤＩＮＥＲカード　□ＡＭＥＸカード

カード
番 号

■ご注意
※参加費のお支払いには、参加費のほか別途スポーツエントリー利用料が
必要です。参加費は4,000円まで300円、4001円以上は参加費の７％が利用
料となります。※コンビニ支払の場合にはお支払いに関するご案内を、クレ
ジットカード支払いの場合にはエントリー完了のお知らせをメールまたは
ＦＡＸにてご連絡いたします。※ｅｎｔｒｙ＠ｓｐｏｒｔｓｅｎｔｒｙ.
ne.jpからのメールを受信いただけるよう設定をお願いいたします。※メー
ルアドレスはブロック体で丁寧に分かりやすくご記入ください。※フリガ
ナはab-c@de1.jpであれば、エービーハイフンシー＠デーイーイチドット
ジェーピーのようにご記入ください。※お支払に関するご連絡先（ＦＡＸ番

号またはメールアドレス）の記載がない場合、お申込みが無効となります。
※ＦＡＸをお送りいただいた後、２営業日以内（土日祝日は翌営業日）にス
ポーツエントリーより、記載いただいたメールアドレスまたはＦＡＸへご
返信いたしますので必ずご確認をお願いいたします。万が一連絡がない場
合には上記までご連絡ください。※ご連絡先の記入誤り及び不明瞭、または
お客様の受信設定等によるお支払い案内の未着に関して、弊社では一切の
責任を負いかねます。※参加費（エントリーフィ）をお支払いいただいた時
点でお申込み完了となります。※参加費（エントリーフィ）の支払後は、いか
なる理由でも返金いたしません。※この個人情報は本大会のみに使用いた
します。※本大会はスポーツエントリーからのお申込みとなります。

第40回　毎日杯アマチュアゴルフ選手権in茨城　参加申込書
お申込み記入欄

有効
期限 年　　　　  月

大会に関する問い合わせ 毎日杯アマチュアゴルフ選手権in茨城大会事務局（スポ二チプライム内）
〒135-0044　東京都江東区越中島2-1-30　STビル2階　TEL：03-6820-2006　FAX：03-5620-9500 

1

メール　or　FAX※お支払いに関するご連絡先をご選択下さい。（ご選択方法の連絡先は必ずご記入下さい）

第40回第40回

ザ・オーシャンGC

一般 □
女子 □

8月18日（月）

霞ヶ浦CC

一般 □
女子 □

7月28日（月）

静ヒルズCC

一般 □
女子 □

7月7日（月）

取手国際GC

一般 □
女子 □

6月25日（水）
〈6月10日 締切〉 〈6月25日 締切〉 〈7月14日 締切〉 〈8月4日 締切〉 〈8月15日 締切〉

サザンヤードCC

一般 □
女子 □

女子の部
新設

〈学年〉小・中・高／　　 年生

（平日 10：00 ～ 17:30・祝日を除く）へお問い合わせ下さい。
　　　　　　※ガイダンスのあと②または③を押して下さい。

複数会場へのエントリーは可能ですが、申込書は1会場につき1枚必要です。



毎日新聞水戸支局主 　催

茨城県ゴルフ倶楽部支配人会・茨城県ゴルフ練習場連盟・茨城県アマチュアゴルフ連盟・スポーツニッポン新聞社後　援

コカ・コーライーストジャパン協　賛 茨城県東部毎日会・
茨城県南部毎日会

協　力 スポニチプライム運　営

6月25日 （水） サザンヤードカントリークラブ　　　　　　　＜申込締切：6月10日 ( 火 )＞
 （〒311-4314　東茨城郡城里町下古内 776　　TEL 029-288-5888）

7月  7  日 （月） 取手国際ゴルフ倶楽部（西コース）　　　　  ＜申込締切：6月25日 ( 水 )＞
 （〒300-2307　つくばみらい市板橋 2994　　   TEL 0297-58-2211）

7月28日 （月） 静ヒルズカントリークラブ　　　　　　　　   ＜申込締切：7月14日 (月 )＞
 （〒319-2132　常陸大宮市小場 5766　　　　 TEL 029-296-2111）

8月18日 （月） 霞ヶ浦カントリー倶楽部　　　　　　　　　 ＜申込締切：8月4日 (月 )＞
 （〒311-3501　行方市芹沢 1000 　　　　　   TEL 0299-55-2311）

8月30日 （土） ザ・オーシャンゴルフクラブ　　　　　　　   ＜申込締切：8月15日 ( 金 )＞
 （〒319-1413　日立市小木津町 771-1　　　   TEL 0294-43-8111）

予　選

9月19日（金） 茨城ゴルフ倶楽部（東コース）
 〒300-2352　つくばみらい市小島新田　　　TEL 0297-58-1216
 プレー代：17,900 円（キャディー付・昼食付）

決　勝

予選・決勝とも、練習ラウンド希望者は各会場へ直接、問い合わせて申し込んでください練 習 日

アマチュアゴルファー（日本ゴルフ協会のゴルフ規則による）で、JGAハンディキャップ査定システム（J-sys）、所
属ゴルフ場、ゴルフ練習場等のハンディキャップが「18」以内の者。あるいは主催者、後援者が推薦する者。ただし、
公序良俗に反するなど主催者が不適当と判断した場合は出場できない。

参加資格

一般：予選 4,500 円　決勝 11,000 円　　　女子：予選 4,000 円　決勝 10,000 円
※女性の方でも一般の部にエントリー可能です。
※参加費はいかなる理由でも返金いたしません。
※プレー代・その他諸経費は別途、各会場にてお支払いいただきます。

参 加 費

日本ゴルフ協会のゴルフ規則と、本大会競技規則および開催コースのローカルルールを適用。
○使用クラブは『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付 I(c)1a』を適用する。（ゴルフ規則 174 ページ）
○使用球　『公認球リストの条件・ゴルフ規則付 I(c)1b』を適用する。（ゴルフ規則 175 ページ）

競技規則

○予選・決勝とも18 ホール・ストロークプレー。ただし悪天候の場合、9ホールで終了することがある。予選成績
　は決勝成績に加算しない。予選通過人数は主催者が会場ごとに判断し決勝進出者数を決める。
○予選競技で１位がタイの場合、マッチングスコアカード方式によりメダリストを決める。
○決勝でトップタイの場合、主催者が指定するホールにおいてサドンデス方式のプレーを行い、優勝者を決める。優
　勝者以外でタイが生じた場合、マッチングスコアカード方式により順位を決める。

競技方法

一般の部：優勝者に毎日大杯（持ち回り）、県知事表彰状、スポーツニッポン新聞社賞のほか副賞、2位～ 10 位ま  
 での入賞者に各賞、予選 1位通過者にメダリスト賞を贈る。
 ※上位 10 位までの者は翌年度本大会決勝競技にシード選手として出場できる。
女子の部：優勝者に優勝杯、県知事表彰状のほか副賞、2位～ 5位までの入賞者に各賞、予選 1位通過者にメダリ 
 スト賞を贈る。
 ※上位 5位までの者は翌年度本大会決勝競技にシード選手として出場できる。

表　彰

予選＝スポーツエントリーより
①インターネット＜http://sportsentry.ne.jp＞、②FAX＜0120-37-8434＞

申込方法

・予選大会への複数エントリーは可能です。会場ごとに参加費をお支払いください。
・決勝大会出場の資格を得た選手が通過圏内にいる場合は、その人数はカウントしない。

注意事項

毎日杯アチュアゴルフ選手権ｉｎ茨城大会事務局（スポニチプライム内）　　
〒135-0044　東京都江東区越中島 2-1-30　ST ビル 2階　　TEL：03-6820-2006（専用）　FAX：03-5620-9500

事 務 局

9月19日（金） プレー代：17,900円
（キャディー付・昼食付）

茨城ゴルフ倶楽部（東コース）
〒300-2352　つくばみらい市小島新田
TEL 0297-58-1216
常磐自動車道／谷田部ＩＣより約 5km・5分
つくばエクスプレス／みらい平駅より送迎バス有・約 5分

「とにかく長い」というのが一般ゴル
ファーの声。アイアンでの 2 オンが難
しいミドルホールが続き、ショートホー
ルもすべて長い。プロの攻め方を見る
と、「ロングでバーディー、ショートで
パーキープ、ミドルでも手堅く」という
傾向がわかる。アマチュアにとっては、
「ドライバーを本気で飛ばし、アプロー
チで名人芸を披露し、しかもグリーン
で考えなくてはならない、挑戦しがい
のあるコース」という印象が強い。
２０１３年日本オープン開催コース

毎日杯アマチュアゴルフ選手権  in  茨城

実施要項
募集人数

6月25日（水） プレー代：9,980円
（キャディー付・昼食別）

＜プレー代は全て利用税・消費税込み＞＜プレー代は全て利用税・消費税込み＞

サザンヤードカントリークラブ
〒311-4314　東茨城郡城里町下古内 776
TEL 029-288-5888

常磐自動車道／水戸ＩＣより約 10km・10 分
JR 常磐線／友部駅よりタクシー約 25 分

128人
申込締切

小林光昭氏の設計により１９９１年に
オープンした林間コース。年間を通し
て高速のベントワングリーンと自然の
地形を生かした池とバンカーを巧みに
配置した戦略性に富んだコース。特に
8 番ホールの三段の滝、カミングホー
ルの 9 番、18 番の景観がすばらしい。
広大な土地に距離のあるホールを配
置し、ゆったりと球趣を楽しむ事ができ
ます。

募集人数

7月   7  日（月） プレー代：15,500円
（キャディー付・昼食付）

取手国際ゴルフ倶楽部 (西コース )
〒300-2307　つくばみらい市板橋 2994
TEL 0297-58-2211
常磐自動車道／谷田部ＩＣより約5km・5分
つくばエクスプレス／みらい平駅よりタクシー約8分
 ( 無料送迎タクシー有 )

128人

ほとんどのホールがティーグラウンド
からグリーンを見わたせ、距離も長い
ため、ロングドライブの醍醐味を存分
にご堪能いただけます。一見フラット
に見えても微妙なアンジュレーション
のある広々としたフェアウェイは、自然
美を生かしながら丹念に仕上げた手造
りの作品です。松林によってセパレー
トされた美しい景観のなかで、のびの
びとプレーをお愉しみいただけるゆっ
たりとした林間コースです。

募集人数

7月28日（月）

7月14日

プレー代：11,000円
（キャディー付・昼食付）

静ヒルズカントリークラブ
〒319-2132　常陸大宮市小場 5766
TEL 029-296-2111
常磐自動車道／那珂ＩＣより約10km・15分
JR常磐線／友部駅よりクラブバス有・
 約 40分 (予約制 )

128人
申込締切

中嶋常幸プロ設計監修によるリゾート
コース。「全てのホールにドラマがあ
る」をテーマにシングルプレーヤーか
ら女性まですべてのゴルファーが楽し
めるコース。Par３コース、アプローチ、
練習グリーンなど、充実した練習環境
と全室ツインの広々とした部屋のホテ
ルも備えた総合リゾートコースです。
この静ヒルズで素晴らしいゴルフライ
フを満喫してください。

募集人数

8月18日（月） プレー代：11,034円
（キャディー付・昼食付）

霞ヶ浦カントリー倶楽部
〒311-3501　行方市芹沢 1000
TEL 0299-55-2311

常磐自動車道／土浦北ＩＣより約30km・40分
常磐自動車道／千代田石岡ＩＣより約20km・30分

128人
申込締切

全体的にフラットな林間コースだが、
ホール間の立木や巧みに配置された
バンカーが緊張感をそそる。７番では
ティーグランドが池に浮かぶなど、池
やクリークが絡むホールが多く、正確
なショットが要求される。名物ホール
の１８番はアイランドグリーンで池面
にクラブハウスが映し出され景観を引
き立てる。心地よい緊張感と格調が同
居した１８ホールズで最上級の時間
を満喫してください。

募集人数

8月30日（土）

8月15日

プレー代：14,300円
（キャディー付・昼食付）

ザ・オーシャンゴルフクラブ
〒319-1413　日立市小木津町 771-1
TEL 0294-43-8111

常磐自動車道／日立北ＩＣより約 2km・5分
JR 常磐線／小木津駅よりタクシー約 7分

144人
申込締切

都心からわずか１時間半、豊な自然と
彩りに恵まれた丘陵コース。18 ホー
ルがそれぞれ手造りの趣きをかもしだ
し、太平洋を望む景観美が素晴しい。
スコアメイクの要点は設計家の意図を
素早く見抜く眼力。ドライバーの飛距
離、ショートアイアンの正確さを求め
ているホールなどが綾織りのように組
み合わされている。

出場資格
☆昨年度 10 位タイまでのもの
☆予選大会の通過選手
☆主催者による推薦選手

予選大会

決勝大会 一般：136名
女子：    16名

第40回第40回

8月4日

6月25日
申込締切

6月10日


