
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23日 （火） フレンドシップカントリークラブ　　　　　　 ＜申込締切：6月8日 (月 )＞
 （〒300-2747　常総市崎房 1955-2　　　　    TEL 0297-43-7311）

7月10 日 （金） 浅見カントリー倶楽部　北・中コース　　　  ＜申込締切：6月25日 ( 木 )＞
 （〒319-0306　水戸市杉崎町 1916-1　　　　　　TEL 029-259-3811）

7月24日 （金） 新・西山荘カントリー倶楽部　　　　　　　＜申込締切：7月9日 ( 木 )＞
 （〒313-0002　常陸太田市下大門町明ヶ谷津1063　TEL 0294-70-1234）

8月11日 （火） 玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース　　　　　　＜申込締切：7月27日 (月 )＞
 （〒311-3503　行方市捻木 724　　　　　　 TEL 0299-55-3000）

8月30日 （日） 日立ゴルフクラブ　　　　　　　  　　　　　 ＜申込締切：8月14日 ( 金 )＞
 （〒317-0053　日立市滑川町 3033　　　　　TEL 0294-21-6136）

予　選

9月14日（月） 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　　　 TEL0297-58-1216
 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、お問い合わせの上お申込みください。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
※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、当日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

毎日杯アマ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14日（月） 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、2015年ワー
ルドレディスチャンピオンシップ開催
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23日（火） プレー代：13,800円
（キャディー付・昼食付）

＜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＞

フレンドシップカントリークラブ
〒300-2747　常総市崎房 1955-2
TEL 0297-43-7311
常磐自動車道／谷和原ＩＣより約 35 分
圏央道／境古河ＩＣより20 分
関東鉄道常総線／石下駅よりタクシー約 10 分

120人
申込締切

アウトコースはフェアウェーが広く距
離もあるので豪快なゴルフが楽しめ
る。フラットだが打上げ・打ち下ろし
のホールもあり正確なショットが要求
される。インコースはアウトコースに
比べフェアウェーが狭く、グリーンの
難易度も高い。飛距離よりも正確性
を重視したホールが多く、高度な技
術が要求される。

募集人数

7月   10  日（金） プレー代：9,800 円
（キャディー付・昼食付）

浅見カントリー倶楽部
〒319-0306　水戸市杉崎町 1916-1
TEL 029-259-3811

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

120人

丘陵コース。コース内に大小さまざ
まな池があり、景観を引き立たせると
同時に戦略的な判断をプレーヤーに
強いてくる。自分の飛距離に応じて池
のショートカットの位置が違ったりす
るなど、常に距離と方向が同時に要
求される。ゆるやかな丘陵地に造成
されているためフェアウェーは一部を
のぞけば 全体にフラットなコース。
１９７９年、日本プロゴルフ選手権
開催コース。

募集人数

7月24日（金）

7月9日

プレー代：8,740円
（キャディー付・昼食付）

新・西山荘カントリー倶楽部
〒313-0002　常陸太田市下大門町明ヶ谷津1063
TEL 0294-70-1234

常磐自動車道／那珂 ICより約 25 分
JR 水郡線／常陸太田駅よりタクシー約 10 分

120人
申込締切

ピート・ダイ設計の丘陵地に広がる
リンクスコース。大自然に身をゆだ
ね、ダイナミックな造形を楽しみなが
らプレーする醍醐味。洗練されたデ
ザインと戦略性に富んだコースがプ
レーヤーに高いスキルを求め、イマ
ジネーションとチャレンジ意欲をかき
立てる。

募集人数

8月11日（火） プレー代：10,800円
（キャディー付・昼食付）

玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース
〒311-3503　行方市捻木 724
TEL 0299-55-3000

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

120人
申込締切

フラットで美しいアメリカンスタイル
の林間コース。広大でフラットなフェ
アウェーだが、池やバンカーが巧みに
配置されている。また、大きくうねっ
た平均 600 ㎡の高速グリーンがアス
リート魂を奮い立たせる。千代田石岡
ＩＣより 30 分とアクセスも良好で、
都内からの来場者も多い。

募集人数

8月30日（日）

8月14日

プレー代：12,000円
（キャディー付・昼食付）

日立ゴルフクラブ
〒317-0053　日立市滑川町 3033
TEL 0294-21-6136

常磐自動車道／日立中央ＩＣより約 5分
JR 常磐線／日立駅よりタクシー約 10 分

120人
申込締切

県北地区で最初 (1967年）に開場され
た歴史あるゴルフ場。全ホールから雄
大な太平洋を眺望できる丘陵コース。
アウトコースはアップダウンがあり正確
なショットが要求される。インコース
の上がり4 ホールは戦略性が高く、ピ
ンポジションによって難易度が変わる。
グリーンは細やかなアンジュレーショ
ンを秘め、芝目をしっかり読みきるこ
とがスコアメークのカギ。

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41回第41回

7月27日

6月25日
申込締切

6月8日


