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私達「NPO法人パピポ」は、スポーツの持つ可能性を広げ、チーム・選手と人々
に潤いと活力を与え続けて行ける事業を展開したいと考えます。 
 
独自の競技会・イベントを開催しながら、地域活性とスポーツ底辺の拡充、ま

た将来有望なジュニアスポーツ選手・才能あふれる選手を発掘・支援し、トッ

プレベルに駆け上がるまでの道筋とチャンスを得られるようにした上で、これ

に支援頂いた企業・地域・一般の方々も、その恩恵を実感できる機会を増やし

ていく事が必要であると考えました。 
 
そこで私達は、NPO法人「パピポ」を設立・運営し、各地でミニスポーツ競技
会、イベントの開催、ルールやマナーの向上、チーム・選手のフォローアップ、

海外・アジアのチーム・選手との交流、スポーツチーム応援、選手のセカンド

キャリア支援、チャリティ・ボランティアへの参加を、積極的に、かつ円滑に

行っていきたいと考えています。 
 
「パピポ」は、「スポーツ活性化」、「スポーツ支援」、「地域活性化・社会貢献」

を大きなテーマとして、パピポに関わるすべての人・企業が、スポーツを通じ

て明るい社会と未来を創造して行くことを目的とし、パピポを通じて、「スポー

ツ支援」・「社会貢献」に参加できる「しくみ」の実現を目的としています。 
 
「パピポチャリティーオープン」にご参加の皆様には、ぜひ当 NPOの趣旨をご
理解・ご賛同頂き、皆様と一緒に「しくみ」の実現と、ゴルフ界・スポーツ界

を盛り上げて行きたい所存です。 
  



◎	 概要と開催期日、および開催場所 
プロの部優勝 50 万円 
決勝大会：2013 年 10 月 18 日（金） 

 千葉県 スカイウェイカントリークラブ 
	 	 千葉県成田市幡谷 941-1 TEL0476-36-2361 FAX0476-36-2358 
決勝大会は、男女レギュラー・シニアプロ、男女アマチュアゴルファー混合のスクラッチ競技

大会です。男女アマチュアの決勝進出条件は予選会の総合上位２８名、男女レギュラー・シニ

アプロは予選なし先着順申し込みとなります。 

 
1. プロゴルファーの方へご案内 
プロの部優勝 50万円。40位まで賞金（90名参加の場合）。 
男女プロ共、予選会はありません。決勝お申し込みは 85 名先着順となります。順

位は男・女・シニア分けせず、統一順位となります。 
男子プロはフルバックティー、男子シニアはバックティー、女子プロはレギュラー

ティー、女子シニアはフロントティーからのプレーとなります。 

また、組み合わせは男・女・シニア、アマチュア分けせず、混在した同組となりま

す。その他詳細は下記をお読み下さい。 
 

2. アマチュアゴルファーの方へ、アマチュア予選会のご案内 
・第 1 回アマチュア予選会：2013 年 9 月 11 日（水）  
	 茨城県  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	 TEL0294-70-1234 FAX0294-70-1311 

・第 2 回アマチュア予選会：2013 年 9 月 18 日（水）  
	 茨城県  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	 TEL0294-70-1234 FAX0294-70-1311 

・第 3 回アマチュア予選会：2013 年 9 月 27 日（金）  

千葉県  スカイウェイカントリークラブ  
	 千葉県成田市幡谷 941-1 TEL0476-36-2361 FAX0476-36-2358 

・第 4 回アマチュア予選会：2013 年 10 月 2 日（水）  
	 茨城県  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	 TEL0294-70-1234 FAX0294-70-1311 

  



3. アマチュア予選会における決勝進出の条件 
４回の予選会の成績総合上位から決勝進出者２５名を決定します。 
	 	 ※１つの予選会が荒天等で中止となった場合、および９ホールしか消化出来な

かった場合でも競技不成立とし、参加費全額を選手に返金します。 

 
4. プレーの条件 
アマチュア予選・決勝共 18 ホール・ストロークプレー、男女シニア混合スクラッ
チ競技。雨天決行。荒天時の中止判断は、当日朝に競技委員会で決定します。 
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。ローカルルールは別途掲載、当日掲示いたします。 

 
5. 参加資格 

 男女プロゴルファー、および男女研修生。シニア定義は男子 50歳以上、女子
40歳以上。 

 ハンデキャップ１４以内（プライベート、オフィシャル問わず）レベルの、

マーカー式競技ゴルフが出来る男女アマチュアゴルファー。 
 中学１年生以上高校３年生までの、ハンデキャップ１４以内レベルの、マー

カー式競技ゴルフが出来る男女ジュニアゴルファー。 

	 	 ※アマチュア予選会は、複数回出場可能です。 

 
6. 定員 
アマチュア予選会：各日 40名予定。決勝大会：120名予定。 
決勝大会は男女プロ・研修生 90名、男女アマチュア 30名。（招待選手を含む） 

 
7. 参加費 
男女プロ／研修生：決勝大会 18,000円 
男女アマチュア：予選会 8,000円、決勝大会 12,000円 

男女ジュニア：予選会 6,000円、決勝大会 6,000円 
※参加費の支払いは「事前振込」となります。事情により当日現金払いを希望される方は、

必ず事務局までご連絡下さい（参加費はプラス 2,000 円となります）。また事前振り込みの

無い場合、当日現金で承りますが、各 2,000円プラスとなります。 

※エントリー費の一部は、チャリティーとして諸団体へ寄附します。 

 



8. 参加申し込み方法 
ホームページ、Eメール、FAXにて参加申し込みを承ります。 
URL：http://papipo.jp/opengolf_2013a/ 
Eメール：papipo@papipo.jp 
FAX：047-300-8389 
・ジュニアゴルファー参加の場合、お申し込みは保護者からお願い致します。 

 
9. 参加申し込み期間 
各開催日定員になるまで。事前振込の方は HP からのエントリーフォームメール、

または専用申込用紙 FAX の到着をもって、当日現金払いの方はお電話確認をもっ
て、「エントリー完了」とします。 
【振込先】 

みずほ銀行	 本八幡支店 
普通	 １２４４２４１ 
パピポ	 ダイヒョウ	 コウノエイジ  

 
10. キャンセル 
アマチュア予選会１：2013年 9月 9日（月） 

アマチュア予選会２：2013年 9月 16日（月） 
アマチュア予選会 3：2013年 9月 25日（水） 
アマチュア予選会 4：2013年 9月 30日（月） 

決勝大会：2013年 10月 15日（火） 

までに電話および Eメールにてご連絡下さい。上記翌日以降のキャンセルにつきま
しては、開催中止以外、いかなる事情においても参加費の返金は致しません。 

また、当日現金払いを希望された方でも、上記翌日以降のキャンセルにつきまして

は、キャンセル料として参加費全額を請求させていただきます。当日現金払いを希

望された方は、「エントリー完了」でこれを了承したもの、とさせて頂きます。 

 
11. 順位とタイの決定 
アマチュア予選会は、男・女・シニア分けせず、混合で順位を決定します。 

決勝大会は、プロの部・アマの部で順位を分けます。プロの部では男・女・シニア

分けせず、混合で順位を決定します。アマの部も、男・女・シニア分けせず、混合

で順位を決定します。 



(1) アマチュア予選会において、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位からのすべての順位を決定します。 

(2) 決勝大会プロの部において、第 1 位にタイスコアが生じた 場合、競技委員の

指定するホールにてサドンデス方式のプレーオフを行い、第１位１名を決定し

ます。プレーオフが日没等で続行不可能な場合、賞金を等分します。 
(3) 決勝大会プロの部において、第 2位以下すべての順位でタイスコアの場合、カ

ウントバックは行わず、賞金を等分します。 
(4) 決勝大会アマチュアの部において、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位からのすべての順位を決定しま

す。 

 
 
12. 荒天、日没、不可抗力等による競技中断、中止となった場合 
アマチュア予選会 
(1) 全員が 9 ホールを終了している、いないに関わらず 競技不成立とし、参加費

全額を選手に返金します。予備日はありません。 

 
決勝大会プロの部 

(1) 全員が 9 ホールを終了している場合、OUT、IN に分けた 9 ホールのスコア
で順位を決定し、賞金を２分配します。 

(2) 全員が 9 ホールを終了していない場合 競技不成立とし、参加費全額を選手に

返金します。予備日はありません。 
 

決勝大会アマチュアの部 

(1) 全員が 9 ホールを終了している場合、OUT、IN に分けた 9 ホールのスコア
で、それぞれ順位を決定し、賞典を２分配します。 

(2) 全員が 9 ホールを終了していない場合 競技不成立とし、参加費全額を選手に

返金します。予備日はありません。 
	 	 ※中止の決定は、よほどの事情が無い限り、前日ではなく試合当日の早朝に行いま

す。中止の情報は、当日早朝に HPに掲載いたしますので、必ず HPをご確認下さい。 

 
 



13. 賞典 
決勝プロの部優勝：賞金５０万円 
以下、2位 25万、3位 20万、4位 15万、5位 10万、6位 9万、7位 8万、8位 7万、9

位 6万、10位 5万、11〜15位 4.5 万、16〜20位 4万、21〜25位 3.5万、26〜30位 3

万、31〜35位 2.5万、36〜40位 2万。賞金総額 252.5万円 

※	 源泉税 10.21%を差し引いてお渡しします。 

※	 参加人数によって、賞金額が変更になる場合があります。HP 新着でご確認下さ

い。 

優勝が男子プロの場合、2014 年茨城県オープン本戦出場権。  

 
決勝アマチュア優勝：商品券５万円またはオリジナルドライバー制作（マルマンま

たは PING）、優勝が男子の場合、2014年茨城県オープン本戦出場権 

決勝アマチュア２位：商品券３万円、２位が男子の場合、2014 年茨城県オープン
本戦出場権 
決勝アマチュア３位：商品券２万円、３位が男子の場合、2014 年茨城県オープン

本戦出場権 
予選アマチュア各回のベストスコア賞：商品券１万円（同スコアの場合、18 番
ホールからのカウントバックでベストスコア賞１名を決定します。） 

 
14. プレー費 
※パピポチャリティーオープン特別料金 

新・西山荘カントリー倶楽部  
	 一般アマチュア：	 6,900円（キャディー付、練習コイン付、食事別） 
	 ジュニア：5,150円（キャディー付、食事別） 

 
スカイウェイカントリークラブ  
	 プロ・研修生：	 9,350円（キャディー付、練習コイン付、食事別） 

	 一般アマチュア：	 9,350円（キャディー付、練習コイン付、食事別） 
	 ジュニア：	 9,350円（キャディー付、練習コイン付、食事別） 

 
15. 練習ラウンド 
練習ラウンド日は設けておりません。「パピポオープン参加」の旨、直接ゴルフ場

までお申し込み下さい。ジュニアゴルファーの練習ラウンドは、ジュニア特別料金



が適用される場合がありますので、直接ゴルフ場に問い合わせをお願い致します。 

 
16. 使用ティー 
男子レギュラープロ、男子一般アマ、男子ジュニア：フルバックティー 
男子シニアプロ、男子シニアアマ：バックティー 
女子レギュラープロ、女子一般アマ、女子ジュニア：レギュラーティー 

女子シニア：フロントティー 

 

17. 組み合わせ 
各開催日の１週間前にホームページ上で発表します。なお、決勝組み合わせは、プ

ロ３名アマチュア１名の、４名１組となる予定です。 

 
18. その他 

(1) 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。 

(2) 使用球の規格 
R&A 発行の 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。 

(3) 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 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。「 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。 

(4) クラブフェースの溝に関する新しい規則 
現状の普及状況などを考慮し、今回は適用いたしません。 

(5) 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

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。 

(6) キャディー帯同 
キャディーの帯同はできません。 



(7) ギャラリー 
ギャラリーのコース入場は一切出来ません。保護者、付き添いの皆様は、原則

としてクラブハウス内かその周辺で待機をお願いします。 

(8) 距離計測機 
高低差の表示されないレーザー測定機、携帯ナビなどの距離測定器類の使用が

可能です。 

(9) 目土袋 
プレー中は極力目土袋を携行し、ディボット跡の修繕に努めて下さい。 

(10) 携帯電話 
緊急時の連絡を要する場合を想定し、プレー中の携帯電話の携行を許可します

が、必ず電源を切っておくか、マナーモードに設定をお願いします。 

(11) 帽子の着用・体調管理 
防寒・危険防止のため、帽子の着用を推奨します。また防寒対策や脱水症状等

の防止・体力回復のため、飲み物類を携行することを推奨します。 
(12) 競技終了 

競技委員会の成績発表がなされた時点をもって競技終了したものとみなしま

す。 

(13) 個人情報に関する同意内容 
参加希望者は、参加申込に際し、NPO法人パピポが取得する参加申込者の個
人情報を次の目的の範囲内で他に提供(公表)することについて、予め同意する
こととする。 

・競技の参加資格の審査 
・競技の開催および運営に関する業務。組合わせ表等、競技関係者(報道関係
者を含む)に対する参加選手紹介情報ならびに競技結果の公表。 

・参加申込者の個人情報と競技結果の記録の保存。 

(14) 肖像権に関する同意内容 
参加希望者は、参加申込に際し、NPO 法人パピポ主催競技の中継・再映・報

道・広報のため、あるいは NPO法人パピポの活動目的で利用する（各スポー
ツアマチュア規定に反しない範囲内）ために、写真・テレビ・映画・ラジオ・

その他の各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編集物にかかる競技者の

肖像権を NPO法人パピポに譲渡することを、予め承諾することを要する。 

 


