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Heritage World Cup 2023 日本代表決定戦 
アマチュアジャパンカップ Japan Final
12月13日（火）　フェニックスカントリークラブ（宮崎県）



Japan Final Dec 13th 2022

n選手受付（レジストレーション）について 
大会当日の朝、クラブハウス内に設置する大会受付にて受け付けさせていただきます。 
スタートの40分前までには必ず大会受付にお越しください。 
規則5-3に規定するような、競技失格の罰を免除する正当な事情がなくても、ご自身のスタート時間
に遅れた場合、最初のホールに適用する一般の罰を受けます。なお5分を越える遅刻の罰は競技失格と
なりますのでご注意ください。 

nエントリーフィ 
12/13（火）の大会受付にて現金にて11,000円（税込）を集金いたします。 

n新型コロナウィルス感染症対策について 
大会を安全に運営するため、以下のご協力をお願いいたします。 
Ø37.5度以上の熱、感染症により隔離期間に指定されている方は参加をご遠慮ください。 
Ø大会当日朝に検温を実施（選手、大会関係者） 
Ø室内のマスク着用、手指消毒の励行（館内各所に消毒液を設置） 

nご同伴者様の入場について 
大会受付にお立ち寄りいただき、ご同伴者様受付をさせていただきます。 
なお、観戦可能エリアにつきましては、1番ティイングエリア付近、9番グリーン付近、18番グリーン
付近のみとさせていただきます。 

nティイングエリアへの集合について 
競技説明を実施しますので、スタート 10 分前には、各ティイングエリアまでお越しください。 

n距離計測器について 
本大会では距離計測器の使用を認めますが、2点間の距離が出る設定のみ使用可能とします。 

n昼食休憩について 
ハーフ終了時に昼食休憩があります。 

n表彰式について 
各カテゴリー優勝者のみの簡易表彰式を実施いたします。 

n指定練習日について（要事前予約） 
12/12(月）9:45～10:48の間のスタートです。組み合わせは別途ご案内いたします。 

n参加賞 
スタート時のティショットをスチール撮影し、プレー後に皆さまにお渡しいたします。 

プレーヤーインフォメーション



開催概要

世界大会主催 　 
　　　　 
日本予選主催 　　 
　　　　　　 
後援 
　　　　　　　　　　 
日本決勝運営 
　　　　　　 
決勝会場 

　　　　　　　 

コース 

宅急便 

プレーの条件　 

Le Club Golf（フランス） 

AGWC日本代表選考事務局/株式会社NibLinks 

（公益財団法人）日本ゴルフ協会 

株式会社スポーツインダストリー 

2022.12.13（火）フェニックスカントリークラブ（宮崎県） 
キャディ付き、歩き、ハーフ休憩あり 
〒880-0122　宮崎県宮崎市塩路浜山3083 
TEL：0985-21-1301　FAX：0985-21-1502 

カテゴリーA：高千穂⇒住吉　 
カテゴリーB：高千穂⇒住吉 
プレー終了後、フロントにてご精算をお願いいたします。 

ゴルフバッグを送る方は、プレー日のお間違いには十分気を付けください。 
ゴルフバッグにお名前札を付けてください。 

１８ホールストロークプレー（アンダーハンデ個人戦） 
カテゴリーA:　ハンディキャップ15.0未満のアマチュアゴルファー 
カテゴリーB:　ハンディキャップ15.0以上のアマチュアゴルファー 
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ハンディキャップについて
事前に事務局にお送りください。当日のスタート前までに提示が必要です。

使用するハンディキャップ
・2022/12/01以降に発行されたハンディキャップ（Current Dateが12月1日以降） 
・Low Handicap Indexを採用（直近1年以内の最もよかったインデックス） 
・各コースのスロープレーティングをもとに算出されたプレーイングHDCPを使用 
・HDCPアローワンスは95%に設定　　※用語の説明はJGAのHPを参照ください。

このインデックスを使用します
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スコア計算方法 　 

ゴルフ規則 

日本決勝では世界大会で採用されている「モディファイドハンディキャップ
システム」にてスコアを算出します。前半9ホール終了後にアテストを行い、
ハンディキャップを再計算いたします。前半9ホールのスコアに応じて、ハン
ディキャップが増減します。 

例： 
鈴木一郎　選手　ワールドハンディキャップインデックス　14.0　 
                         コースハンディキャップ　18 
高千穂（前半）　グロス49（ネット40）→コースハンデが2増え、20に。 
※鈴木選手は前半コースハンデに対して4オーバーだったため、2ストローク
（前半の50%）ハンデが加算 

山田太郎　選手　ワールドハンディキャップインデックス　4.3　 
                        コースハンディキャップ　5 
高千穂（前半）　　36（ネット33）　→コースハンデが１減り、4に。 
※山田選手は前半コースハンデに対して3アンダーだったため、1ストローク
（50%）ハンデが減る 

コースハンデが奇数の場合、再計算の際、下記コースのハンディキャップが
１打多くなります 
カテゴリーA：高千穂 
前半の調整ハンディキャップは小数点を切下げます。 

日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則および本大会特別ルールを適応します。 
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大会概要
競技委員会の裁定 

タイの決定 

                  
キャディ       

賞      

個人情報に関する同意内容 

主催者が選任する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、この委員会の裁定は最終とします。 

規定のホール数を終わり１位がタイの場合は、グロススコアの少ない 
プレーヤーを上位といたします。 
同グロスの場合は、１８番ホールからのカウントバック方式で順位を決定 
します。 

正規のラウンド中、プレーヤーが委員会によって指定された者以外を 
キャディとして使用することを禁止とします。この条の違反の罰は 
『規則付I(B)2』を適用します。 

・各カテゴリー日本決勝優勝者は、2023年7月3日～8日にヘリテージ 
リゾートモーリシャスにて開催される世界大会に、日本代表として派遣 
します。（プレー、宿泊、大会エントリー費用、大会中の食費含む）。 
モーリシャスまでの航空券や個人的な費用は個人負担となります。 
※日本代表には、オフィシャルウェア、大会グッズなどが支給されます。 

・ただし、過去2年以内にAGWC世界大会に出場した事のある選手は、 
世界大会出場資格を有しません。 
・情勢により2023年大会に参加できない場合は、賞を変更する場合が 
ございます。 

・各カテゴリー2位～5位までは、日本代表として世界大会と同時開催される 
「THE INVITATIONAL」への優先出場権を付与いたします。 
※日本代表には、オフィシャルウェアを支給いたします。 

参加希望者は、参加申し込みに際し、今大会に関して、その報道、広報のた
め、また大会運営の目的に反しない範囲で利用するために、写真・テレビ・
その他の各種記録媒体による収録物、複製物あるは編集物にかかる競技者の
肖像権（収録物等にかかる競技者の氏名・肖像を展示・通信・放送・上映に
より一般に公開し、あるいは貸与、頒布するなどして他に提供する権利）を
大会主催者に譲渡することを、あらかじめ承諾いただきます。 
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大会概要
ルール、規則について疑問がある場合は競技委員に確認をすること。コース
指定のドレスコードは来場時、プレー中、プレー後も順守すること。大会は
悪天候等による中断で遅延等の可能性もある為、帰路時における航空機等の
公共の交通機関利用者は注意ください。参加者が集団的に又は常習的に暴力
的不法行為などを行うことを助長するおそれがある団体又はその構成団体の
構成員であると判断した場合、大会参加をお断りします。年齢、性別、名
前、ハンディキャップなどに於いて、虚偽の申告が発覚した場は大会参加お
よび日本代表資格を取消します。お申し込み後にキャンセルを余儀なくされ
る場合は、事務局までご一報ください。 

中止の場合は、前日の１７時までに決定し、ご連絡致します。 

フェニックスカントリークラブのドレスコードを必ず順守して頂くよう、お
願い致します。 

その他注意点 

荒天時などの対応について 

ドレスコード 
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nカテゴリー優勝者は                            日本代表 

nカテゴリー上位5名は                           出場権（同時開催） 

賞



競技の条件
1.ゴルフ規則 
2019年日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本大会競技の条件、各大会の競技ルール、ローカルルー
ルを適用する。なお、この規則の適用にあたって一部に変更もしくは追加のある時は、競技委員会
からその旨スタート前に告知する。競技の条件およびローカルルールの違反はゴルフ規則で別に定
められている場合を除き、ストロークプレーでは一般の罰とする。 
2.競技委員会の裁定 
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、この競技委員会の裁定は
最終である。 
3.使用クラブの規格（規則4.1a） 
プレーヤーがストロークを行うために使うドライバーはR&Aが発行する最新の適合ドライバーヘッ
ドリストに掲載されているクラブヘッドをもつものでなければならない。 
※『最新の適合ドライバーヘッドリスト』とは、競技の条件で別途規定されていない限り、競技が
開催される 
当月１日付でR&Aホームページに掲載されているリストとする。 
この条件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は、失格。 
4.使用球の規格（規則4.2a） 
適合球をプレーしなければならない。各ストロークを行うとき、プレーヤーは用具規則の要件に適
合する球を使用しなければならない。この条件の違反の罰は失格。 
※ワンボール条件はありません。 
5.プレーのペースについて（規則5.6a） 
プレーヤーは、ホールのプレー中、またはホールとホールの間のいずれかでもプレーを不当に遅ら
せてはならない。 
規則5.6aに対する違反の罰は 
 最初の違反：1罰打 
 2回目の違反：一般の罰 
 3回目の違反：失格 
※例：パー4のホールを1ホール以上空けた場合や、競技委員スタッフよりプレーのペースを速める
ように促された場合で、前との間隔が縮まらないときは、規則違反の罰打を適用することがある。 
6.プレーの中断／プレーの再開（規則5.7） 
プレーの中断と再開の合図について 
険悪な気象状況のための即時プレー中断、通常のプレーの中断、プレーの再開 
※合図の方法については、無線連絡、キャディ連絡、競技委員、ゴルフ場スタッフを通じての連絡
など、開催コースにより変更となる場合がある。 
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競技の条件　(続き）

7.練習（規則5.5ｂ） 
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。 
・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。 
違反の罰：2罰 
この違反の罰は次のホールに罰。最終ホールで違反があった場合はそのホールに対し罰を受ける。 
※ハーフターン待ち時間の練習は、規則5.5b認められている通り、練習パッティンググリーンは可と
する。 
※ハーフターン時の打撃練習場及びアプローチ練習場の使用は不可とする。 
この違反については、罰は次のホールに適用する。 
8.競技終了（規則20.2） 
全ラウンドを終了し、競技委員会が公式スコア集計用紙に記入された内容に間違いがないことを確認
し、承認公表した時点で競技終了とする。 

大会ローカルルール
1.アウトオブバウンズ（規則18） 
アウトオブバウンズの境界は白杭または白線をもって標示する。 
注：杭および線の両方により標示されている場合は、線がその境界を示す。 
2.ペナルティーエリア（規則17） 
レッドペナルティーエリアは赤杭又は赤線をもってその限界を標示する。線と杭が併用されている
場合は線がその限界を標示する。 
イエローペナルティーエリアは黄杭又は黄線をもってその限界を標示する。線と杭が併用されてい
る場合は線がその限界を標示する。 
3.異常なコース状態（動かせない障害物を含む）や不可分な物（規則16） 
＜修理地＞ 
修理地の区域は青杭を立て、白線をもってその限界を標示する。但し、以下のものを含む。 
（ａ）パッティンググリーンの前後のペイントマークを含み、スルーザグリーンの芝草を短く刈っ
た区域にあるヤーデージマーキングペイント（スタンスへの障害は除く）。 
（ｂ）スルーザグリーンの張り芝の継ぎ目（スタンスへの障害は除く）。 
　推奨されるプレーの線やクラブの選択に関する情報を得るために機器を使用すること）は認めら
れない。 
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大会ローカルルール　(続き）

※この規則はコースと不可分な物からの救済は与えない。 
＜コースと不可分な物＞ 
（ａ）樹木の巻物施設や樹木の支柱 
（ｂ）ペナルティーエリア内の人工の壁や杭でできた構築物 
4.グリーン上の芝張り替え跡 
グリーン上の芝張り替え跡は、規則13.1cの損傷の修理とみなし、修理することができる。 
5.既設の高架送電線の扱い 
プレーヤーの球が送電線、あるいは、塔、送電線を支えている支線や支柱に当たったことが分かっ
ている、または事実上確実な場合、そのストロークはカウントしない。そのプレー ヤーは罰なし
に、直前のストロークを行った場所から球をプレーしなければならない。 
6.電磁誘導カート用の2本のレール 
電磁誘導カート用の2本のレールは、全幅をもってプレー禁止の修理地とする。 
ただし、スタンスのみが障害となる場合は、そのままプレーすることもできる。 
7.ドロップゾーン 
指定場所にあるペナルティーエリアの中に球がある場合（見つかっていない球がそのペナルティー
エリアに止まったことが分かっている、または事実上確実である場合を含む）、1罰打を加え、元
の球か別の球をそれぞれのホールの指定ドロップゾーンにドロップすることができる。このドロッ
プゾーンは規則14.3に基づく救済エリアである。 
8.距離計測機器の使用を認める 
ジェネラルルールにある通り、本競技では、プレーヤーは距離などを計測する機器を使用すること
によって、その情報を得ることができる。 
※高低差を計測すること、または、距離や方向の情報を解明する事（例えばプレーヤーの球の位置
に基づき、推奨されるプレーの線やクラブの選択に関する情報を得るために機器を使用すること）
は認められない。 
※コース情報を得る目的、スコア管理などで携帯電話、スマートフォンの携帯電話機器の使用は認
めない。使用したプレーヤーは規則4.3aの違反となり、最初の違反の罰とし一般の罰、2回目以降
の違反罰として失格となる。 
※距離計測機器を使用するためにプレーを不当に遅延させてはならない。（規則5.6a） 
※水平測量機能、コンパス機能を使用する目的で機器をコース上へ置くこと、またはストロークの
補助となるような使用は禁止とする。
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大会ローカルルール　(続き）

9.パッティンググリーン上で偶然に球が動いた場合 
プレーヤーの球がパッティンググリーン上にある場合、その球やボールマーカーがプレーヤーやパー
トナー、相手、またはそのいずれかのキャディや携帯品によって偶然に動かされても罰はない。 
その球やボールマーカーは規則13.1dにてリプレースされなければならない。 
このローカルルールはプレーヤーの球やボールマーカーがパッティンググリーン上にあり、いかなる
動きも偶然である場合にだけ適用する。 
注：パッティンググリーン上のプレーヤーの球が風、水あるいは重力などの他の自然現象の結果と
して動かされたものと判断された場合、その球はその新しい位置からあるがままの状態でプレーさ
れなければならない。そのような状況で動かされたボールマーカーはリプレースされることにな
る。 

追加ローカルルール　
規則21.2に基づき、本大会では１ホールの最大スコアを設ける。 
＜最大スコア＞ 
パー３　：  ６打 
パー４　：  ８打 
パー５　：  １０打 
最大スコアに達した場合はピックアップをし、次のホールに進むことができる。その場合、スコ
アカードにスコアを記入しないか、または最大スコア以上の何らかのスコアを記入しなければな
らない。 

委員会はスコアカードにスコアが記入されていない、または最大スコアを超えるスコアが記入さ
れているすべてのホールについて、プレーヤーのスコアを最大スコアに調整する責任がある。
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「Heritage World Cup 2023日本代表決定戦 アマチュアゴルフジャパンカップ」は、新型コロナ
ウイルス感染症対策として下記の運営方法にて競技を行います。選手の皆様や大会関係者、開催ゴ
ルフ場従業員の方々の安全を第一に考えての方法ですので、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 

① アルコール消毒液を設置します。 
○こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をお願いいたします。  
② マスクの持参をお願いいたします。 
○参加受付時や着替え等のプレーを行っていない際や会話をする際には、 
マスクの着用をお願い致します。  

③ 会場入り前の検温をお願いいたします。 
④ 競技委員、及び運営スタッフはマスク着用して対応させていただきます。 
⑤ スタート前の競技説明は、簡易的な内容のみの説明にて実施いたします。 
⑥ 選手の皆様はアテスト終了後、速やかに解散してください。 
⑦ 他の選手、及び運営スタッフ等との距離（できるだけ２m 以上）の確保をお願いします。 
⑧ 大会中、大きな声での会話等を控えてください。 
⑨ その他、開催ゴルフ場のポリシーに準じて特別ルール制定や対策等の実施を行います。 

また、以下のいずれかに該当する方は、大会への参加の自粛をお願いしております。 
① 大会当日の朝、風邪の症状、平熱を超える発熱（おおむね 37.5℃以上）熱や咳、全身 痛・倦怠
感・胸部不快感などの症状がある場合。また、おおむね37.5℃以上の発熱が2 日以上続く症状が
ある場合。 
② 過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国、 地域への
渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある場合 
③ 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者に指定されている場合 
④ その他、新型コロナウイルス感染の可能性の症状、感染が疑われる場合 

参加者の皆様にはご迷惑おかけしますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症への対応に関して 
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