
 

パピポチャリティオープン 2010 競技規定 

 

パピポオープン実行委員会 

〒272-0023 

千葉県市川市南八幡 3-6-18 ミーナアサヒビル 4F 

TEL:090-3475-2790（担当：河野） 

http://papipo.jp/opengolf/ 

papipo@papipo.jp 

 

 

【予選、決勝 共通】 

1. 期日および場所 

◎予 選 

・プロの部 2010 年 10 月 27 日（水） 

  新・西山荘カントリー倶楽部（茨城県常陸太田市下大門町明ヶ谷津 1063） 

 TEL：0294-70-1234 

・アマチュアの部 

  第１回 2010 年 10 月 13 日（水） 

  第２回 2010 年 10 月 20 日（水） 

  第３回 2010 年 10 月 27 日（水） 

  新・西山荘カントリー倶楽部（茨城県常陸太田市下大門町明ヶ谷津 1063） 

 TEL：0294-70-1234 

 

◎決 勝 

・プロ、アマチュア合同 

  2010 年 11 月 15 日（月） 

  スカイウェイカントリークラブ（千葉県成田市幡谷） 

  TEL：0476-36-2361 

 

 

 



2. 申込方法 

申し込みは予選のみとなります。 

・パピポオープンホームページ(http://papipo.jp/opengolf/) 

・新・西山荘カントリー倶楽部 TEL：0294-70-1234 FAX：0294-70-1311 

で申し込みを受け付けます。 

 

3. 申込期間 

  各日定員になるまで、お申し込みを受付いたします。なお指定口座に参加費の入金を 

もって申込み完了とします。 

 

4. 参加資格 

   男女プロゴルファー、および男女アマチュアゴルファー 

   アマチュア予選会の参加資格は、JGA ハンアディキャップ「14」以下（自己申告）。 

※ 競技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競技者の参加資格を

取り消すことができます。 

なお、アマチュアの各予選会への重複申込みは可とします。 

 

5. 参加料 

予選：プロ 15,000 円 アマ 8,000 円 学生 5,000 円 

決勝：プロ 18,000 円 アマ 12,000 円 学生 8,000 円 

※参加費の入金をもって申込み完了とします。諸事情のため事前お振込が出来ない場合、

担当までご連絡下さい。 

【お振込先】 

みずほ銀行西船橋支店 

普通口座：1554855 

口座名義人：株式会社アミュレット 

＊振込手数料はお客様負担でお願い致します。 

 

6. 参加料振込期限 

各予選会の 1 週間前 

 

7. 適用ゴルフ規則 

日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び本大会競技規則並びに開催コースローカルルールを適

用します。 

  



8. タイの決定 

予選通過者において定員オーバーが生じた場合、18 番ホールからのカウントバックに

より通過者を決定します。予選会において第１位を含めタイスコアが生じた場合、18

番ホールからのカウントバックにより第１位以降の順位を決定します。 

決勝競技において、第１位にタイの場合、即日委員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します。なお、3 名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 18 番ホールからのカウントバックで順位を決定しま

す。これ以外のタイスコアの順位は、18 番ホールからのカウントバックで全順位を決

定します。 

なお、荒天・日暮れ等、当日のプレー状況によりプレーオフが困難な場合、18 番ホー

ルからのカウントバックで第１位を決定します。 

 

9. 使用球の規格 

R&A 発行の最新の公認球リストに載っているものでなければなりません。競技終了後

に発覚した場合も含め、違反した場合は競技失格とします。 

 

10. 使用クラブの規格 

競技者が持ち運ぶドライバーは R&A 発行の最新の適合ドライバーヘッドリストに載っ

ているクラブヘッドを持つものでなければなりません。 

例外：1999 年より前に製造されたクラブヘッドを持つドライバーはこの条件から免除

されます。 

「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、

競技が開催される前週の火曜日に R&A のホームページ上に掲載されているリストと

します。 

 

11. クラブフェースの溝に関する新しい規則 

アマチュアの方も多く出場していること、また現状の普及状況などを考慮し、今回は適

用いたしません。 

 

12. ワンボール条件 

ワンボール条件は本競技会では適用いたしません。プレーヤーが使用する球は最新の公

認球リストに掲載されている球であれば、正規のラウンド中、違うブランドや違うモデ

ルの球への取り替えは OK とします。 

 

13. キャディー 

キャディーの帯同は禁止します。 



14. 距離計測機 

いかなる距離計測機も、携行・使用は不可とします。 

 

15. 競技終了 

競技委員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します。 



【プロの部 予選】 

1. プレーの条件 

2010 年 10 月 27 日（水） 新・西山荘カントリー倶楽部 

18 ホール・ストロークプレー 

予選通過者数は男子プロ 60 位、女子プロ 30 位まで 

 

2. 参加資格 

男女プロゴルファー 

 

3. 参加申し込み 

・パピポオープンホームページ(http://papipo.jp/opengolf/) 

・新・西山荘カントリー倶楽部 TEL：0294-70-1234 FAX：0294-70-1311 

で申し込みを受け付けます。 

 

4. 賞 

男子プロ優勝賞金：20 万 女子プロ優勝賞金：10 万 

賞金対象：男子（1 位～10 位）女子（1 位～10 位） 

＊エントリー数により賞金の変更をする場合があります。 

 

5. 指定練習日 

指定練習日は設けておりません。練習ラウンドは各自でコースにお申し込み下さい。 

 

  



【アマチュアの部 予選】 

1. プレーの条件 

第１回 2010 年 10 月 13 日（水） 新・西山荘カントリー倶楽部 

第２回 2010 年 10 月 20 日（水） 新・西山荘カントリー倶楽部 

第３回 2010 年 10 月 27 日（水） 新・西山荘カントリー倶楽部 

18 ホール・ストロークプレー、スクラッチ競技 

予選通過者数は 3 回の予選会の上位 30 名まで。 

男子アマチュアは高校生以上（シニア含む）はフルバックティー、 

男子アマチュア中学生以下と女子アマチュアはレギュラーティーを使用。 

 

2. 参加資格 

男女アマチュアゴルファー。JGA ハンアディキャップ「14」以下程度の技量を有する

アマチュアゴルファー。オフィシャルハンデ取得の必要はありません。 

 

3. 参加申し込み 

・パピポオープンホームページ(http://papipo.jp/opengolf/) 

・新・西山荘カントリー倶楽部 TEL：0294-70-1234 FAX：0294-70-1311 

で申し込みを受け付けます。 

 

4. 指定練習日 

指定練習日は設けておりません。練習ラウンドは各自でコースにお申し込み下さい。 

 

5. 定員 

各回 40 名 

 

  



【決勝】 

1. プレーの条件 

2010 年 11 月 15 日（月） スカイウェイカントリークラブ 

18 ホール・ストロークプレー、スクラッチ競技。 

組み合わせは男子プロ２名、女子プロ１名、アマチュア１名の４名組み合わせを基本

としますが、諸状況に応じて変更される場合があります。 

 

2. 参加資格 

(1)男子プロゴルファー：予選会上位 60 位までの者。 

(2)女子プロゴルファー：予選会上位 30 位までの者。 

(3)アマチュアゴルファー：3 回の予選会の上位 30 名。 

(4)主催者が推薦する選手：20 名 

 

3. 賞 

(1) 男子プロ優勝賞金：100 万 女子プロ優勝賞金：60 万 

＊エントリー数により賞金の変更をする場合があります。 

(2)賞金対象：男子（1 位～30 位）女子（1 位～15 位） 

(3)アマチュアベストスコア：賞品。 

 

4. 指定練習日 

指定練習日は設けておりません。練習ラウンドは各自でコースにお申し込み下さい。 

 

5. 決勝申し込み 

11 月 5 日（金）までに、参加費 18,000 円（プロゴルファー）、12,000 円（アマチュア

ゴルファー）、8,000 円（学生ゴルファー）を指定口座にお振り込み下さい。参加費の

入金をもって決勝参加申込み完了とします。なおＨＰからの再エントリーは必要あり

ません。 

【振込先】 

みずほ銀行西船橋支店 

普通口座：1554855 

口座名義人：株式会社アミュレット 

＊振込手数料はお客様負担でお願い致します。 

 

11 月 6 日（土）以降にキャンセルを申し出た場合、参加費の返金はいたしません。11

月 5 日（金）までに連絡無しにご入金の確認が取れない場合は、自動的に決勝参加キ

ャンセルとなり、ウエイティング選手の繰り上げを行います。 



諸事情により参加費当日支払いを希望される場合、11 月 5 日（金）までに実行委員会

事務局までご連絡下さい。また当日支払いを希望された選手が 11 月 6 日（土）以降に

キャンセルを申し出た場合、キャンセル料（参加費全額）を後日徴収いたします。 

 

 

付記 

男子プロの部優勝者とアマチュア上位３名は、2011 年茨城オープンゴルフ選手権大会の決

勝大会に招待します。（予選免除） 

 

 

※本競技規定は変更される場合があります。規定に変更がある場合、ホームページにてそ

の内容を告知・掲載いたします。 


