宮城オープンゴルフトーナメント 2019
ローカルルールと競技の条件
日時：2019 年 5 月 7 日（火）～8 日（水）
場所：杜の公園ゴルフクラブ

標記競技は R&A と USGA が承認したゴルフ規則(2019 年 1 月施行)と下記のローカルルールと競技
の条件を適用する。ローカルルールと競技の条件の修正や追加については各競技の競技規定やプ
レーヤーへの注意事項、および各会場の公式掲示板で確認すること。下記に参照するローカルル
ールの全文については 2019 年 1 月発効の「ゴルフ規則のオフィシャルガイド」を参照するこ
と（www.jga.or.jp で閲覧可）。
別途規定されている場合を除き、ローカルルールの違反の罰は一般の罰（ストロークプレーでは
2 罰打）
。

ローカルルール

1. アウトオブバウンズ (規則 18.2)
アウトオブバウンズは白杭・白線・その他（黄色と黒の縞杭）のコース側を地表レベルで結
んだ線によって定められる。
ただし、No.1 左、No.7 左、No.8 左、No.9 左、No.10 右奥、No.12 右、No.16 右、No.17 右、
No.18 右において、球が現にプレーするホールの白杭、白線、黄色と黒の縞杭を結ぶ線を越
えて他のホールに止まった場合、その球はアウトオブバウンズとする。
2. ペナルティーエリア（規則 17）
(a) 線と杭が併用されている場合には、ペナルティーエリアの縁は、線の外側の縁となり、
線自体はペナルティーエリア内である。
(b) No7 右側の上部が赤色にペイントされた黄色と黒の縞杭で囲まれたエリアは、レッドペ
ナルティーエリアとする。
3. 異常なコース状態（動かせない障害物を含む）
（規則 16）
(a) 修理地
(1) 白線と青杭で囲まれた区域とする
(b) 動かせない障害物
(1) 白線の区域と動かせない障害物がつなげられている場合、ひとつの異常なコース状態
として扱われる。
(2) 動かせない障害物に近接している他の動かせない障害物は一体の障害物とみなす。
(3) 人工の表面を持つ道路に隣接している U 字排水溝はその道路の一部として扱う。
(c) 地面にくい込んだ球
規則 16.3 は次のように修正される：バンカーの上方の積み芝の面にくい込んだ球につい
て罰なしの救済は認められない。
4. 不可分な物
次のものは不可分な物であり、罰なしの救済は認められない：
(a) 樹木や他の常設物に密着させてあるワイヤ、ケーブル、巻物、その他の物
5. クラブと球
(a) 適合ドライバーヘッドリスト：ローカルルールひな型 G-1 を適用する。
このローカルルールに違反するクラブでストロークを行ったことに対する罰：失格
(b) 溝とパンチマークの仕様：ローカルルールひな型 G-2 を適用する。
このローカルルールに違反するクラブでストロークを行ったことに対する罰：失格
(c) 適合球リスト：ローカルルールひな型 G-3 を適用する。

(d) ワンボールルール：ローカルルールひな型 G-4 を適用する。
このローカルルールの違反の罰：失格
注：適合クラブと球の更新されたリストは www.jga.or.jp あるいは www.randa.org で閲覧で
きる。
（オフィシャルガイド 560・561 ページ参照）
6. プレーのペース（規則 5.6）
ローカルルールのひな型 K-5 を適応し、規則 5.6a は次のように修正される。
プレーヤーは競技ごとに配布される「プレーのペースの方針」をプレー前に確認しておくこ
と。このプレーの方針は厳格に実施される。
プレーのペースの方針の違反の罰
バッドタイム 1 回目 レフェリーからの口頭での警告（さらなるバッドタイムがあると
罰を受けることを告げる）
。
バッドタイム 2 回目 1 打の罰
バッドタイム 3 回目 さらに 2 罰打
バッドタイム 4 回目 失格
（オフィシャルガイド 575 ページ参照）
7. プレーの中断（規則 5.7）
次の信号がプレーの中断と再開に使われる：
差し迫った危険のための即時中断－1 回の長いサイレン
危険な状況ではない中断－3 回の連続する短いサイレン
プレーの再開－2 回の連続する短いサイレン
注：危険な状況のためにプレーを即時中断する場合、すべての練習区域は委員会がプレーを
再開するまで閉鎖される。閉鎖された練習場で練習するプレーヤーには練習を止めるように
勧告し、それでも練習を止めない場合には失格となることがある。
（オフィシャルガイド 570 ページ参照）
8. 練習（規則 5.2）
(a) ストロークプレーのラウンド前、またはラウンドとラウンドの間
ローカルルールひな型 I-1.1 を適用し、規則 5.2b は次の通り修正される：
「ラウンド前やラウンドとラウンドの間に、プレーヤーは競技コースで練習してはなら
ない。
」
このローカルルールの違反の罰：
・最初の違反の罰：一般の罰（プレーヤーの最初のホールに適用される）
。
・2 回目の違反の罰：失格
例外：プレーヤーは競技日に練習用に用意されているコース内のすべての練習区域を練習
のために使うことができる。
(b) 終了したばかりのパッティンググリーン上やその近くで練習することを禁止する
ローカルルールひな型 I-2 を適用し、規則 5.5b は次の通り修正される：
「2 つのホールのプレーの間、プレーヤーは次のことをしてはならない：
・ 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。
または、
・ 終了したばかりのパッティンググリーンの表面をこすったり、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。
」
このローカルルールの違反の罰：一般の罰
（オフィシャルガイド 569 ページ参照）
9.

キャディーの使用禁止
ローカルルールのひな型 H-1.1 を適応し、規則 10.3a は次のように修正される：プレーヤー
はラウンド中キャディーを使用してはならない。
（オフィシャルガイド 565 ページ参照）

競技の条件

10. 参加資格
プレーヤーは各競技の競技の条件（競技規定）で定められる参加資格の条件を満たしていな
ければならない。
11. スコアカードの提出
プレーヤーのスコアカードは、プレーヤーの両足が所定のスコアリングエリアから出た時点
で委員会に提出されたことになる。スコアカードを提出する前にスコアリングエリアを離れ
る必要のあるプレーヤーはスコアリングオフィシャルにその意思を告げなければならず、そ
してすぐに戻らなければならない。
12. タイの決定
タイの決定方法は各競技の競技規定に定められるか、競技委員会により会場で公表される。
13. 競技の結果－競技の終了
競技の結果は競技委員長の成績発表がなされた時点をもってその競技は終了したものとする。

注 意 事 項

14. 参加の取り消し
委員会は競技中を含めいつでも、出場に相応しくないと判断したプレーヤーの参加資格を取
り消すことがある。
15. 行動規範
プレーヤーまたはそのキャディーにエチケット違反、または非行があった場合には「競技委
員会の行動規範」に基づいて制裁を受けることがある。また重大な非行があった場合には規
則 1.2a に基づいて失格とする場合がある。
ドレスコードについて：入退場時及び表彰式参加の際はジャケット着用
お 知 ら せ
1．

指 定 練 習 日 ： 5 月 6 日（月）12:30～ 予約は選手が直接行なうこと。

2．

組合せ
スタート時刻

： 第 1R／7：00
4 人組 OUT／IN スタート
第 2R／7：30
4 人組 OUT／IN スタート（第 1R の成績順）
スタート間隔：9 分

3．

開場時間
受付

： 1 日目／6：00 2 日目／6：30
各日ともフロントでサイン願います。

4．

練習場

： 練習場は指定練習場にて行い、打撃練習場においては、備え付けの球
を使用し、スタート前の練習は１人 1 コイン 25 個（250 円）を限度
とする。

5．

昼食

： ハーフターン時に軽食は用意しておりませんので各自準備願います。

6．

料金の支払い

： 各日精算願います。

7．

表彰式

： 競技終了後レストランで行ないますのでご出席下さい。

8．

ギャラリー

： コース内の立ち入りは、不可とします。クラブハウス周辺で観戦下さ
い。
レストランの利用は、現金でお取り下さい。

9．

ゴルフ利用税

： 18 歳未満及び 70 歳以上の選手の方は、ゴルフ利用税が免税となりま
す。証明書を持参のうえ、フロントへ提示願います。

10． その他

： プレー中、携帯電話・ポケットベルの使用は、禁止します。
大会成績等閲覧はホームページ（http://ag-open.jp）

11． 欠場連絡方法

： 5/5（日）まで
宮城オープンゴルフトーナメント事務局宛に FAX（0225-93-8687）
で送付すること。
5/6（月）以降大会期間中
直接競技委員長に申し出ること。
電話やフロント等へ口頭での申し出は認めない。

宮城ゴルフオープンゴルフトーナメント
競技委員会

