
2022 年度 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 

文部科学大臣楯争奪 第 43 回個人の部 

競 技 規 定 

 

主  催   一般社団法人日本高等学校･中学校ゴルフ連盟 

共  催  兵庫県三木市 

特別後援  兵庫県 
後  援  スポーツ庁、兵庫県教育委員会、三木市教育委員会、神戸市、神戸市教育委員会、 

(公財)日本ゴルフ協会、(公社)日本プロゴルフ協会、(一社)日本女子プロゴルフ協会、 
(一社)日本ゴルフツアー機構、(一社)関西ゴルフ連盟、兵庫県ゴルフ連盟、三木市ゴルフ協会、
NHK 神戸放送局、報知新聞社、スポーツニッポン新聞社、日刊スポーツ新聞社 

特別協賛  和田興産(株)、サントリーホールディングス㈱ 
協  賛  日本カバヤ・オハヨーホールディングス㈱、神戸トヨペット㈱、㈱カーネル総合研究所、㈱縁、 

住友ゴム工業㈱、ブリヂストンスポーツ㈱、ピンゴルフジャパン㈱、アクシネットジャパンインク、
富士ホームサービス㈱、㈱テレビ東京ダイレクト、㈱高陽社、㈱ジャパンエニックス、井村屋㈱、 
兵庫ヤクルト販売㈱、㈱ヤクルト本社兵庫三木工場、㈱イオンスポーツ、コニカミノルタジャパン㈱ 

協  力   オリムピックゴルフ倶楽部、三木よかわカントリークラブ、三木ゴルフ倶楽部 

運営協力  ㈱JTB、㈱スポーツインダストリー、㈱キヌガワプランニングオフィス、関西キャディサポート㈱ 

大会日程  2023 年 3 月 27 日（月） 開会式   

28 日（火） 公式練習日 

29 日（水） 競技第 1 日 

30 日（木） 競技第 2 日 

31 日（金） 競技最終日・表彰式  

会  場  男子 オリムピックゴルフ倶楽部 
         〒673-0701 兵庫県三木市細川町瑞穂 1369-2      TEL 0794-88-2388 
   女子 三木よかわカントリークラブ 
         〒673-0753 兵庫県三木市口吉川町槙字長尾谷 487-68  TEL 0794-88-0236 

 

１.ゴルフ規則：日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、日本高等学校･中学校ゴルフ連盟競技規則および本

競技ローカルルールを適用する。 

２.競技委員会の：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     裁定は最終である。 
３.プレーの条件：男子＝54 ホール・ストロークプレー 

3 月 29 日(水) 第 1 ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 
            3 月 30 日(木) 第 2 ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 
                   36 ホールを終わり、80 位タイまでの者が第 3 ラウンドに進出す

る。 
              3 月 31 日(金) 第 3 ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 
         女子＝54 ホール・ストロークプレー 
              3 月 29 日(水) 第 1 ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 
              3 月 30 日(木) 第 2 ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 
                     36 ホールを終わり、80 位タイまでの者が第 3 ラウンドに進出す

る。 
              3 月 31 日(金) 第 3 ラウンド 18 ホール・ストロークプレー 

所定のホールが終わり、1 位がタイの場合は、即日委員会の指定するホールにおいてホ 
ールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。なお、3 人以上でプレーオフが 
行われる場合、優勝者以外の競技者は 2 位タイとする。 
なお、険悪な気象条件等によりプレーオフの実施が困難な場合はマッチング・スコアカ 
ード方式により優勝者を決定する。 
※ 委員会は、コースの状態が適正なるプレー不可能と判断した時はプレーの条件に定 

めてあるホール数を短縮することがある。 

４.特定の用具の：（1）適合ドライバーヘッドリスト（ローカルルールひな形 G-1）を適用する。 

  使用制限   （2）溝とパンチマークの規格（ローカルルールひな形 G-2）を適用する。 

        （3）適合球リストの条件（ローカルルールひな形 G-3）を適用する。 

（4）46インチを超える長さのクラブ（ローカルルールのひな型 G-10）を適用する。 



５.移    動：動力付き移動機器の乗車禁止（ローカルルールひな形 G-6）を適用する。 

           ＊手引きカートの使用は認めない。 

６.キ ャ デ ィ：プレーヤーはラウンド中キャディを使用してはならない。 

７.競技終了時点：本競技は、競技委員長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。 
８.参 加 資 格：①日本高等学校･中学校ゴルフ連盟加盟の高校生の男女で、各地区の予選大会で選抜さ

れた選手 
（男子＝北海道 7人、東北 10人、関東 41人、中部 17人、関西 20人、中国 13人、四国 11人・ 

九州沖縄 15人） 

（女子＝北海道 8人、東北 8人、関東 36人、中部 17人、関西 26人、中国 12人、四国 10人・ 

九州沖縄 17人） 

②シード選手 
a）2022年度全国高等学校ゴルフ選手権大会個人の部男子10位タイ、女子10位タイ 
b）2022年度日本高等学校・中学校ゴルフ連盟日本代表選手 

ⅰ）アジアジュニアゴルフチームチャンピオンシップ ⅱ）オレンジボウル ⅲ）日韓対抗戦 

c）2022年度日本ジュニアゴルフ選手権優勝者 
③主催者による特別推薦者 

９.表    彰：男子 優勝者に文部科学大臣楯と賞状、優勝杯と賞状。第 2 位～8 位に楯と賞状 
         女子 優勝者に文部科学大臣楯と賞状、優勝杯と賞状。第 2 位～8 位に楯と賞状 
           ※本競技の男子 10 位タイ、女子 10 位タイまでの者に 2023 年度全国高等学校ゴルフ選 

手権大会個人の部のシード権を付与する。 
※該当者を、以下の本年大会に推薦する。 
・4 月「第 2 回ザ・ロイヤルジュニア」 

男女とも連盟代表選手を除く上位 12 名 
・5 月「全英への道ミズノオープン」 

男子の成績上位者にポイントを付与し、最上位者 
・6 月「宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント」 

        女子優勝者 
      ・6 月「リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2023 in 朝霧」 

女子の成績上位者にポイントを付与し、最上位者 
      ・6 月「2023 トヨタジュニアゴルフワールドカップ」 

男女優勝者 
      ・8 月「Sansan KBC オーガスタゴルフトーナメント」 
        男子優勝者 
      ・8 月「ダンロップフェニックストーナメントチャレンジ in ふくしま」 
        男子優勝者 

10.参 加 申 込：株式会社 JTB が開設する大会受付システムにて申し込むこと。 

（連盟ホームページを参照） 

申込は令和 5 年 1 月 18 日（水）10：00 ～ 2 月 28 日（火）23：59 とする。 

支払方法：大会費用、宿泊費用は、申込み後に JTB から送付された請求書の振込先に、

指定の期日までに選手名で振り込むこと。 

＊大会参加費の領収書は公式練習ラウンドの日に各コース受付付近で参加記念品と共

に配布します。 

＊宿泊代金の領収書の受け取りは、大会最終日に JTB 旅行代理店のデスクで受け取る

こと。（9：00～17：00） デスク設置：三木よかわカントリークラブ 

＊プレー費及び食事の代金の支払いは、大会最終日にコースで精算すること。 

領収書の発行については初日にコースフロントにて打ち合わせること。最終日の申し 

出には対応できない場合があります。 

＊プレー費、宿泊費、朝食・昼食費については、当連盟では一切取り扱いません。 

11.大 会 費 用：大会参加費  5,000 円（税込） 

           プレー費   9,000 円（税込）：各日１人あたり（朝食・昼食を含む） 

           ※申込締め切り後に参加を取り消した場合、参加費は返金しない。（参加資格を喪失し 

出場できなかった場合も含む） 

                 ※引率の朝食は 1,100 円、昼食は 1,320 円です。 

利用する場合は、コースフロントで記帳しカードホルダーを受取り、レストラン伝票 

にホルダーNo と氏名を記入してください。（精算は当日に済ませること） 

12.個人情報に関：2022 年度全国高等学校ゴルフ選手権春季大会参加申込書により本連盟が取得する個人 

する同意内容 情報は次の目的のみに利用し、大会申込みと同時に同意したものとみなします。 



（１）2022 年度全国高等学校ゴルフ選手権大会の参加資格の審査。 

（２）大会開催及び運営に関する業務。これには、①参加者に対する競技関係書類の発

送②大会の開催に際し、選手関係者（報道・宿泊施設・旅行代理店も含む）に対

する参加者の名前、学校名及び学年、その他選手紹介情報並びに選手権の競技結

果の公表を含む。 

（３）この申込書ならびに選手プロフィールによる参加者の個人情報と、その大会にお

ける競技結果の記録の保存、ならびに大会終了後において必要に応じ、そのうち

上記（２）②記載の公表事項の適宜の方法による公表。 

（４）大会中、連盟が承認した大会関係者が撮影した映像の著作権は本連盟が所有し、

その取り扱いは上記（３）に準じ、その大会における競技結果の記録保存、並び

に大会終了後において必要に応じ、そのうち上記（２）②記載の公表事項の適宜

の方法による公表。 

13.使用コース：男子：OUT IN       黒マーク（7,175 ヤード・パー72） 

         女子：OUT（東） IN（中） 青マーク（6,329 ヤード・パー72） 

14.公式練習日：3 月 28 日（火） 

      ＊大会本部の指示に従い、プレーすること。 

＊組合せは日本高等学校・中学校ゴルフ連盟のホームページにて各自確認すること。 

＊公式練習日も大会同様ユニフォームを着用すること。 

15.練 習 場：男子：200ｙ16 打席 ボール制限 30 球（無料） ＊プレー後は使用不可 

           ＊200ｙまでのクラブ制限 

         女子：西 1 番 12 打席 ボール制限 30 球（無料） ＊プレー後は使用不可 

           ＊ドライバー以外は備付けマット使用を厳守すること 

16.クラブハウス：オープン（練習場） 6:00 

トップスタート   7:30 

         ＊朝食の時間はスタート時間に応じて交代制とする。 

6:00～ （スタート時間 7:30～9:00） 

          7:00～ （  〃     9:10～10:20） 

17.開 会 式：3 月 27 日（月） 15 時 00 分開始（受付は 14 時 00 分より） 
三木市文化会館 大ホール 
〒673-0433 兵庫県三木市福井 1937      TEL 0794-83-3300 
＊服装は制服とする。 

18.表 彰 式：3 月 31 日（金） 競技終了後、三木よかわカントリークラブのレストラン。 
         ＊当日の状況により、男女各会場で行う場合がある。 
         ＊服装は制服とし、着替える時間がない場合はユニフォームとする。 

19.非課税証明書：ゴルフ利用税非課税申出書に必要事項を記載し、公式練習の受付時にゴルフ場フロント 

に提出すること。その際、学生証を提示できるように持参すること。 

20.ギャラリー：観戦希望者はギャラリー受付で記名を済ませ、ギャラリー章を受け取り、受付時配布 

         の注意事項順守のうえ、コース内に入ることができる。 

注意事項が守られない場合は即時退場とします。 

         ※ 観戦できるのは 3 月 29 日・30 日・31 日の競技日のみです。 

       尚、ギャラリーの方の駐車スペースには限りがあります。 

           ※ 新型コロナウイルスの感染状況により、ギャラリー不可とする場合があります。 

詳しくは連盟ホームページをご覧ください。 

21.宿泊について：株式会社 JTB が開設する大会受付システムにて申し込むことができる。 

（連盟ホームページを参照） 

           ※ 施設によっては個室を準備できない場合があります。希望があれば、必ず備考欄に 

記入してください。 

※ 宿舎⇔コース間の移動等は各校・各自の責任で行うこと。 

 

 

 



お問い合わせ先  ＜大会について＞ 

一般社団法人日本高等学校･中学校ゴルフ連盟 事務局   

TEL 06-6379-3582           受付時間：10：00～17：00（平日のみ） 

FAX 06-6379-3583          E mail：info@nihon-kougoren.jp 

 

           ＜宿泊について＞ 

             株式会社 JTB 大阪第二事業部 担当：櫻木・関 

            TEL 06-6260-0150          受付時間：9：30～17：30 (平日のみ) 

       FAX 06-6252-2792           E mail：m_sakuragi586@jtb.com 

mailto:info@nihon-kougoren.jp

