
 

 2019 年 10 月度 競技・ハンディキャップ委員会 議事録 

 

参加委員 増田委員・伊東委員・井出委員・小林委員 

事務局 樋口 越賀 山王 

 

1） 2020 年競技日程案検討。 

主な変更点： 

クラブ選手権の 7 月開催。 

（パス等含め円滑に競技会を運営すべく 7 月開催を起案。決勝の第 4 日曜は会員貸切にして

「開場記念杯」と「クラブ選手権」の同時開催を行う。パス等に関しても一般客より理解あ

る会員に協力いただく事で円滑に開催ができる。また、開場記念杯の表彰式と合わせてクラ

ブ選手権の表彰も行い、クラブチャンピオンの誕生をより多くの会員へ周知できる。） 

シニア選手権・G シニア選手権の 11 月開催。 

（他倶楽部競技会とのバッティング防止と台風等の影響を加味した結果変更となった。） 

クラブ選手権に関しては猛暑のなかでの開催になる可能性も視野に入れ、スタート時間の前

倒し等も行う事とする。 

決定内容は別紙。 

 

2） 2020 年競技規則案検討 

クラブ競技会における細則を改めて提起。（天災害による競技中止及び順位決定法等の明文化

の必要性から起案。）。決定内容は別紙。 

委員からは、会員のモラル啓蒙も含めた規則提案もあり追記で盛り込むこととした。 

 

3） 関東倶楽部対抗競技会シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部代表選手規定案検討 

委員会・選手・事務局内においてきちんと明文化しておくべきルールをまとめて規定として

提示することとした。 

主な内容は、選手選考の規定・選手に対する支出の規定。 

決定内容は別紙。 

 

4）  前回指摘事項進捗報告 

     ○ヤーテージの表示の有無、表示木の欠落が目立つ 

●山王プロ主導の元改善済み 

○13H のカートの「ティーショット開始アナウンス」が打ち込みの可能性のあるエリアで放

送されている。実際に打ち込みも発生してしまった。 

●ダイオー社により設定変更依頼済み。今秋には改善予定。 

○コース内乗入カートがグリーン周辺およびショートホールまで侵入しており、轍が気にな 

る。コースコンディションの悪化も懸念される。 

●小淵沢 CC を参考に「誓約書」を作成。注意案内を規定として盛り込み周知しております。 



○2H グリーン左わきのブッシュ。かなり生育が進んでおりロストが発生している。 

●山王指導の元赤杭設置済み。 

○バンカーが硬い。とにかく硬い。6H/8H/13H/14H のバンカーは特に改善が必要。 

●バンカーレーキを改善しました。また砂の補充は暫時行っております。 

○5H 人工芝をもっと積極的に使用し、芝の養生に努めてほしい。 

●人工芝エリアの使用頻度は改善済みです。 

○虫がすごい。アブ・地蜂がすごくて女性が怖がるのでは？  

●統括指導員によると、今年は雨が多かったため退避材を撒けどもすぐに雨で効果が喪失し 

ていたことが起因している模様。退避材の散布頻度の改善を行いますが、アブ地蜂に関して

はまだ根本の解決策が出ておりません。 

○競技委員長の擁立の件。 

●本委員会は「理事会における諮問機関である」旨が会則に記載があります（22 条 1 項）。   

また、委員会の決議事項は全て理事会の承認をもって効力を生ずるとも会則に記載がありま

す（22 条 3 項）。すなわち、我々がいくら頑張っても理事会の承認無くしては行動できない

ことになります。という事は、我々が円滑に運営を進行するために理事会より委員長を招集

することは常套手段と言えます。そこで、事務局と致しましては、我々に一番理解があると

思われる「赤岡理事」の委員長推薦を起案したいと思います。 

 

5）  その他起案事項 

※○は委員の起案。●は事務局の回答となります。 

○OB 杭がブッシュで隠れている箇所が多い改善願いたい。（No4H 左・No14 H 左等） 

●コース内巡視し、即改善を行います。（担当山王。改善後の確認まで行う。） 

      ○養生中のバックティ等に使用痕跡がある。養生中のティにはローピング等立ち入れないよ

うにすべき。 

      ●コース内巡視し、即改善を行います。（担当山王。改善後の確認まで行う。） 

     ○No5H の人工芝エリアが全く活用されていない。改善不十分。 

     ●全くないは言い過ぎ。とはいえ活用頻度を増やす指導は継続します。 

      担当樋口・山王 当日伊東委員の前でコース管理職員へ指導しました。巡視は継続します。 

     ○No7H 等、裸地エリアへのティ配置が目立つ。ティローテーション指導不足。 

     ●指導が行き届いていない。ティローテーション指導を山王より再実施。 

      担当樋口・山王 当日伊東委員の前でコース管理職員へ指導しました。巡視は継続します。           

○グリーンが遅い。グリーンのコンディションも悪く、ローラーでその場しのぎの速度改善    

を行うレベルでは不十分。砂も撒いていないのでは？エアレーション等実施したほうが良 

いのでは？ 

     ●今期はグリーン拡張工事の影響で刈高を下げることや除草剤散布が思うようにできなかっ

たこと、加えて長雨で病害が発生したこと、人員不足で思うような管理ができていないこ

と等様々な要因が重なっております。弊社従業員の怠慢のようなことではないことだけは

理解願いたい。今後もグループ統括指導員へ継続指導を仰ぎます。 

      当日、コース管理職員がグリーンへ砂の散布を行っているのを全委員が目視。砂を撒いて

いない等事案はないことを確認いただいた。改善計画の一環として月に 2 回程度の目砂散



布を開始しております。 

     ○ディポット・ボールマークを改善したい。会員への協力要請も必要では？ 

     ●事務局としても、昨年以上に目土等の労力を割くようにしておりますが間に合っていない。

会員各位において競技会参加者の皆様に啓蒙の継続をお願いしたい。 

     

6）  立ち合い日程決定 

   11 月月例 伊東委員  

12 月月例 井出委員  

1 月月例 増田委員  

2 月月例 小林委員  

3 月月例 丸山委員 伊東委員 

 

7）  定期調整 

   別紙の通り決定。  

 

次回競技ハンディキャップ委員会は 3 月 1 日。全委員参加願います。 

以上 



2019 年競技規定 

 

シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部の競技はすべて J･G･A（財団法人日本ゴルフ協会）

競技規則及び当クラブの競技規則並びに臨時ローカルルール従って実施する。 

 

第 1 条 競技はすべて競技委員会が運営する。 

第 2 条 競技参加資格は、各競技会規定に準ずることとする。 

第 3 条 競技会のエントリーは、自身で実施しなければならない。競技会の申込締め切り

は 3 日前とするが、プレー枠に余裕がある場合は追加での受け付けも行う。また、

開催日が順延した競技会に対しての追加エントリーは受け付けないこととする。 

第 4 条 ハンディキャップは、競技・ハンディキャップ委員会で定めた算出方法により算

出する。 

第 5 条 競技会において規則・ルール・基本的なモラルは遵守すること。 

（喫煙は喫煙所のみ※カート内は禁煙。過度な飲酒で他人へ迷惑をかけない等。） 

第 6 条 競技会、選手権は 6 名以上の参加人数により成立をすることとする。 

※競技委員の判断により 6 名を下回った場合でも成立する場合がある。 

第 7 条 競技会及び選手権において同スコアの場合、各競技会・選手権の規定により上位

の者を決定する。 

第 8 条 競技会において、前の組と 1 ホール以上あけた場合は、警告及びペナルティーを

課すことがある。 

第 9 条 競技会において、あらゆる距離計測機の使用を認めることとする。 

第 10 条 競技会及び選手権は成績発表をもって競技終了とする。 

第 11 条 競技会参加費は競技会ごとに定めるものとする。 

第 12 条 競技会には委員が必ず立会い、運営を行うが、やむを得ず立会い委員不在時には

事務局にその全権をゆだねる事とする 

第 13 条 競技会は全て開催日当日に順位決定するものとし、プレーが天候等により途中中

止された場合は中止の段階までのスコアで順位を決することとする。その順位決

定方法は競技委員会により決定する。また、大会が天候等で中止になった場合も

基本的には順延日程を設けないこととする。 

2 日間競技：1 日目ないし 2 日目の競技スコアにて順位を決定する。 

クラブ選手権 

・予選中止⇒翌週に予選会を順延し、上位 4 名にて翌週準決勝・決勝を行う。 

・1 回戦・準決勝中止⇒予選会上位 4 名にて翌週準決勝・決勝を行う。 

・準決勝・決勝の中止⇒競技委員会と事務局で協議の上、順延日程を該当年度内に設けて

順位決定を行うが、年度内に順延日程を設けることが出来なかった場合は中止とする。 

第 14 条 規則を違反した者に対し、競技委員会はペナルティーを科すことがある。 

 

 



令和２年 競技ハンディキャップ委員会 

 

１ 月例競技会 

 

参加資格 正会員  

入賞資格 クラブハンディを有すること。（クラブハンディの無い正会員もゲスト参加（順

位対象外）可能） 

参加費 2000 円（税別）※参加費には昼食代を含みます。 

使用ティ  男性 青  女性 白 （年齢による白ティ条件は無） 

競技方法 １８Ｈストロークプレイ アンダーハンディ戦競技 

同ネットの順位決定方法  ①ローハンディ上位 ②マッチング 

 

 

 

 

２ クラブ選手権 

 

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 3000 円（税別）※参加費には昼食代を含みません。 

 

予選 

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・準決勝・決勝 

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 

 

 

 

 

 

 

 



３ シニア選手権 

 

参加資格 正会員かつ 60 歳以上※その年の 12 月 31 日までに当該年齢を迎える方を含む。 

     過去 1 年間で倶楽部公式競技に 3 回以上参加 

参加費 3000 円（税別）※参加費には昼食代を含みません。 

 

 

予選 

使用ティ 青 

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 位タイまでが決勝進出（スコアーは持ち越します） 

 

決勝 

使用ティ 青 

競技方法 １８Ｈストロークプレイ スクラッチ競技（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 マッチング 

 

 

 

 

４ グランドシニア選手権 

 

参加資格 正会員かつ 70 歳以上※その年の 12 月 31 日までに当該年齢を迎える方を含む。      

参加費 2000 円（税別）※参加費には昼食代を含みません。 

使用ティ 白 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 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 3000 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 

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 

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３

６Ｈ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 

 

 

 

 

６ 平日杯 

参加資格 正会員 家族会員 

入賞資格 クラブハンディを有すること。（クラブハンディの無い正会員もＷぺリア集計に

て参加可能（入賞資格有）） 

参加費 無 

使用ティ  男性 青  女性 白 （65 歳以上男性は白利用可・女性は赤利用可だが、

使用時にはハンディキャップを５減らす。） 

競技方法 １８Ｈストロークプレイ アンダーハンディ戦競技 

（年齢と使用ティマークによりハンディキャップが若干調整されます。） 

同ネットの順位決定方法  ①年齢上位 ②ローハンディ上位 ③マッチング 



■ 月例競技会毎月第1日曜

開催日 倶楽部競技 出場資格 競技方法 備考

1月5日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

1月16日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

2月2日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

2月20日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

3月1日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

3月1日 （日）  競技委員会開催

3月19日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

4月5日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

4月16日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

5月3日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

5月19日 （火） ＫＧＡ男子クラブ対抗 選考選手 スクラッチ競技 シャトレーゼヴィンテージ

5月21日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

6月2日 （火） ＫＧＡ女子クラブ対抗 選考選手 スクラッチ競技 シャトレーゼヴィンテージ

6月7日 （日） 競技委員会開催 ＨＤＣＰ調整

6月7日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

6月14日 （日） 理事長杯（予選） 正会員 18H特別アンダーハンデ戦

6月18日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

6月21日 （日） 理事長杯（決勝） 正会員 18H特別アンダーハンデ戦

7月5日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

7月12日 （日） クラブ選手権予選 正会員 スクラッチ競技

7月16日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

7月19日 （日） クラブ選手権　1回戦・準々決勝 正会員 マッチ

7月26日 （日） クラブ選手権　準決勝　決勝 正会員 マッチ

7月26日 （日） 会員親睦コンペ 開場記念杯 正会員・同伴 （Ｗぺリア）

8月2日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

8月20日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

9月6日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

9月17日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

9月22日 （火） シャトレーゼＧ選手権 選考選手 スクラッチ競技

10月4日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

競技委員会開催
 来季スケジュール

定期調整
10月15日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

11月1日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

11月8日 （日） シニア選手権予選 満60歳以上の正会員 18Hスクラッチ戦

シニア選手権決勝 満60歳以上の正会員

グランドシニア選手権決勝 満70歳以上の正会員

11月19日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

12月6日 （日） 月例競技会 正会員 アンダーハンデ戦

12月17日 （木） 平日杯 正会員・家族会員 アンダーハンデ戦

12月20日 （日） 会員親睦コンペ ラストコール杯 正会員・同伴 （Ｗぺリア）

競技スケジュール2020年

11月15日 （日） 18Hスクラッチ戦



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 

シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部代表選手は下記規定を遵守することとする。

倶楽部代表選手選考規定 

1． 倶楽部代表選手はあらかじめ競技委員会によって決定した基準に基づいて選考され、

競技委員会にて選手として認められたものが指名されて決定する。

2． 選考選手数は最大で規定人数プラス 1 名迄とし、（男子 A クラス 5 名・B クラス 5 名：

女子 7 名）とし、さらに競技会当日のスターティングメンバーは、競技委員会の指定  

する選考基準を満たした各クラス上位者を競技委員より指名することとする。 

3． 倶楽部代表選手の選考はあくまで競技委員会が上記選考をもって指名することとし、  

その決定内容に意義申し立てをすることはできないこととする。 

4． 倶楽部代表選手に選考された者は、倶楽部の代表として、品位ある言動に努める事。 

5． 倶楽部代表選手は、倶楽部事務局ないし他会員に対し、見返りの要求や規定を逸脱する

ような過度な要求、使途不明な寄付の募集等を行わない。 

6． 倶楽部代表選手辞退の申し立ては選手本人が倶楽部事務局へ行う事とし、辞退者の補填

は改めて競技委員会より選考し、指名することとする。 

倶楽部代表選手支出規定 

1． 代表選手の事務局負担によるプレーは、競技会指定練習日・本競技会の 2 プレーのみと

し、それ以上の練習等のプレーは全て自己負担で行う事とする。

2． 代表選手の指定練習日のプレーは研修が主な目的となる為、研修の妨げになる飲酒等は

自粛すること。なお飲酒等を行った際の費用は個人負担とする。 

3． 代表選手への事務局からの支給品は、「ウェア（指定のポロシャツ）1 着」「キャップ  

（指定のキャップ）1 個」のみとし、それ以上・以外の支給は行わないこととする。 

4． 事務局と協議の上、代表選手の意向で指定のポロシャツ以外を外部より購入する場合、

1 着につき購入金額の半額（但し上限 4,000 円・1 名につき 1 枚まで）を購入補助金と

して事務局より支給する。（ポロシャツに限る） 

5． 事務局から貸与した物（ワッペン等）は使用後速やかに事務局へ返却することとする。 

6． 競技会終了後の反省会は、事務局からの招待で 1 ラウンドプレーとし、基本的に競技会

開催週の土曜日に開催する。なお、どうしても日程が合わないときは、事務局より１R

招待券の発行をもって代替とする。 

7． 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。 

規定違反者には、競技委員会より選手辞退の勧告ないし選手登録の抹消を行う。 

規定違反者が複数名に及ぶ場合、事務局は競技参加を辞退する権限を持つこととする。 


