2022 年６月度

競技・ハンディキャップ委員会

議事録

開催日 2022 年 4 月 3 日
出

席 丸山委員 伊東委員 井出委員 小林委員

事務局 樋口 越賀 山王
欠

席 赤岡委員長

1

赤岡委員長ご挨拶

増田委員

瀬戸

本日は赤岡委員長が不在。
弊社会則 22 条に、委員会における議案は理事会の了承をもって決定することとある。即ち、理事で
ある赤岡委員長の承認なく議決を可決することは出来ない。
よって本日の議事に関する結論は、一旦「委員会からの多数決で選出された案」として赤岡委員長へ
提出し、承認いただいたところで可決となる。
2

関東倶楽部対抗山梨予選会結果報告（越賀支配人より）
別紙競技会成績参照。
男子 2 位・女子 7 位と健闘。
男子は、6 月 14 日に開催される決勝への進出。19 年ぶりの参加となります。
男子キャプテン伊東委員より、総評を頂いた。
決勝進出における選手規定を事務局より起案。
決勝選手の決定方法、費用負担について起案し、案として承認された。

3

マッチプレー選手権結果報告
事務局越賀より、結果について報告。
6 年ぶりの開催となり、優勝は伊佐野様でした。
特段現状の特別アンダーハンディ戦で問題はなかった。
来年度も今年度と同じルール、方式で開催する旨確認された。

4

理事長杯、クラブ選手権ルール及び条件の確認
理事長杯
参加資格 正会員かつ過去 1 年間で倶楽部公式競技に 3 回以上参加
クラブハンディを有する方
参加費 3100 円（税別）※参加費には昼食代を含みません。
ハンディキャップ制限 ハンディキャップの最大は 18 までとして 19 以上のハンディキャップを
有する者は 18 として参加できる。
予選 6 月 12 日
使用ティ 青
競技方法 １８Ｈストロークプレイ
同スコアの順位決定方法 ①ローハンディ上位 ②マッチング上位 16 位タイまでが決勝進出
決勝 6 月 19 日
使用ティ 黒

競技方法 １８Ｈストロークプレイ
アンダーハンディ戦競技（予選のスコアを含めた３６Ｈのスコアにて順位決定します。）
同スコアの順位決定方法 ①ローハンディ上位 ②マッチング
クラブ選手権 引き続き 7 月開催となります。
参加資格 正会員かつ過去 1 年間で倶楽部公式競技に 3 回以上参加
参加費 3100 円（税別）※参加費には昼食代を含みません。
予選 7 月 10 日
使用ティ 黒
競技方法 １８Ｈストロークプレイ スクラッチ競技
同スコアの順位決定方法 マッチング

上位 16 名が決勝進出

1 回戦・準々決勝・7 月 17 日
準決勝・決勝・7 月 24 日 ※同日は「会員親睦コンペ」開催。
使用ティ 黒
競技方法 １８Ｈマッチプレー
同スコアの順位決定方法：１回戦と準々決勝は抽選による。準決勝は最長３Ｈのサドンデスの
プレーオフ。決勝は無制限のサドンデスのプレーオフ
以上の内容で確認した。
5

シャトレーゼグループ選手権について
現状、開催の方向であることを報告。
開催方法など詳細はまだ未定である。
新型コロナの状況も影響されるので詳細については確認でき次第報告します。

6

ハンディキャップ改正
別紙参照。
新規取得者、定期調整、競技入賞調整対象者について報告がなされた。
ハンディキャップ取得者は、391 名となった。
競技委員より、平日杯の参加費の検討、ハンディキャップの競技調整の対象としてはどうかと
意見が出された。来年度に向けて検討することになった。

7

立ち合い日程

６月１２日 理事長杯予選

丸山委員

６月１９日 理事長杯決勝

赤岡委員長（増田委員）

７月 ３日 月例競技会

井出委員

７月１０日 クラブ選手権予選 小林委員
７月１７日 クラブ選手権１回戦・準々決勝 伊東委員
７月２４日 クラブ選手権決勝 赤岡委員
８月 ７日 月例競技会 増田委員
９月 ４日 月例競技会 伊東委員

8

ご意見
※○は委員意見・●は事務局見解

○1 番ホール、中あたり右側の窪地のエリア、場内を通る用水路の水が漏れだし水たまりになっていると
ころをレッドペナルティエリアとしてはどうか。
○グリーンのピン位置について、カップの配置に疑問がある。
●現地確認をあらためて実施します。（担当：山王、萩原）
○16 番ティーグランドの状態が悪い。
●改善課題として修繕に努めます。
（担当：萩原）
○3 番ホールの OB 杭が抜けてしまっているところがある。
●現地確認し、適正に設置します。
（担当：山王プロ、萩原）
○月例杯の時のみ、3 番ホールの白ティ使用時（女性を対象）に谷をレッドペナルティとするローカルル
ールを追加してはどうか。
●要検討します。
（担当：越賀、山王）
○11 番ティーマークの位置がよくない。
●ティーマーク位置の確認を徹底します。
（担当：山王）
○10 番ティーグランドの階段部分に釘が出ている箇所がある。
●現地確認し、修繕します。
（担当：萩原）
○14 番グリーン横の階段の奥の整備をしてほしい。
●早急に対処いたします。
（担当：萩原）
○17 番グリーン裏の階段の枕木が古く危険である。
●現地確認し、修繕するように努めます。
（担当：萩原）
○9 番、18 番ティーグランドに隣接ホールの為、打ち込み時危険である。看板設置など検討してほしい。
●看板設置の方向で進めます。ナビにも注意喚起の表示をするようにします。（担当：越賀、萩原）
○月例杯の参加人数において、賞品の数を増やせないか。
●参加人数も多くなってきておりますので、前向きに検討します。（担当：越賀）
○選手権競技会の参加資格について、競技会参加の条件に直近のクラブ競技に参加することを条件に入
れるのはどうか。
●来年度の課題として検討します。

クラブより
カート路の一部変更する予定があると報告。コースから離れている、大きく迂回するカート路を重点に
変更予定。プレー、競技に影響のないように検討しており、詳細はあらためて報告します。
9 次回競技委員会
次回の競技委員会は、９月４日となります。

以上

令和４年６月５日

関東倶楽部対抗 決勝進出時 規定
・

決勝進出時も原則、関東倶楽部対抗競技会山梨県予選
シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部代表選手規定に基づいて遵守することにする。

・

男子決勝の正選手は山梨予選の結果を考慮し、各クラス予選スコアの上位 3 名を代表選手として決定
する。補欠選手は、①予選 4 番目のスコアの方、②予選時の補欠選手の順番とする。

・

女子決勝の正選手は山梨予選の結果を考慮し、予選スコアの上位４名を代表選手として決定する。
補欠選手は、①予選 5 番目のスコア、②6 番目のスコア、③予選時の補欠選手の順番とする。

・

遠方の場合、宿泊費は 8,000 円を上限に倶楽部にて負担する。（1 泊のみ）
※上記金額でまかないきれない場合は、地域性も考慮して宿泊費は協議の上決定するものとする。
※宿泊を認める基準は、開催が県外コースで移動に時間を要する場合に協議の上決定する。

・

遠征費用、指定練習日、本戦時の交通費は、当社の規定にのっとり、負担する。
ただし、個人移動ではなく、乗り合わせでの移動を原則とする。
※実費通行料、ガソリン代（＠×距離×往復）排気量により算出。
※1500CC 未満 ＠14 円、 2000CC 未満＠17 円、 2000CC 以上＠22 円
※ナビサイトにて経路を検索した距離、有料道路を利用した際は領収書を提出とする

・

指定練習日のプレー代負担は、予選参加時の補欠選手も含める。

・

遠征先での食事代は、朝食・昼食のみ負担とする。夕食は個人負担とする。
※開催コースでの利用とします。アルコール類は負担しない。
※レストランを利用できなかった場合は、1 食につき 1,000 円を倶楽部で負担をする。

・

指定練習、本戦以外の任意の練習プレー代などは、個人負担とする。

・

遠方時、クラブでバスの手配をします。できる限り乗り合わせでの移動を検討する。

・

ユニフォームは、予選時と同じものを使用する。

・

その他費用負担については、事務局との協議の上決定することとするが、双方に過度な負担とならないよう
に配慮し、一方的な要求はしないこととする。

以上

