
① よみうりショートコースの競技会は、すべてのアマチュアゴルファーが参加できる。

② 競技会は、すべてストロークプレーで行う。

③ 競技規則は、ＪＧＡゴルフ規則およびローカル・ルールを適用する。

ただし、ジェネラルエリアは、ノータッチとする。

④ 使用クラブは、５番アイアンからとする。

ただし、女性と小学生以下の男性は、ウッド・ユーティリティクラブを使用できる。

⑤ ティーマーカーは、男性はコンペティー・女性はレディースティーを使用する。

ただし、７０歳以上の男性は、オレンジティーを使用することもできる。

⑥ ハンディキャップの上限は、男性は２０・女性は２８までとする。

⑦ 光コースのハンディキャップ戦は、２/３ハンディキャップを適用する。

⑧ 当コースのハンディキャップを所持していない競技者が

ハンディキャップ戦に参加する場合は、キャロウェイ方式を採用する。

ただし５位までの入賞は、できないものとする。

⑨ ハンディキャップ戦において、３ヶ月以内の当コース主催競技会

（競技日程表に記載されている競技）に参加していない場合および、

ハンディキャップ取得後初参加の場合は、３位までの入賞はできないものとする。

※ダブルペリア戦・ペリア戦は、この規定には該当しない。

⑩ 同ネットの場合の順位決定は、最終ホールからのカウントバックとする。

なおタイの場合は、ロー・ハンディ順とする。

⑪ ベストグロス賞は男女各１名とし、同グロスの場合は、最終ホールからの

カウントバックにより決定する。なおタイの場合は、ロー・ハンディ順とする。

⑫ さくらコース１番ホール・光コース２番ホールにて、ニアピン賞を設ける。

⑬ ホールインワン賞（全ホール対象）を設ける。

⑭ 原則、同伴希望競技者は、１名までとする。

⑮ 参加者が８名に満たない場合は、不成立とする。ただし、都合により成立させる事もある。

◆ ６ヶ月以内に、さくらコース１８ホールもしくは、光コースラウンドの ⑯ さくらコースの競技は、コースレコードの対象とする。

スコアカードを３枚提出されますと、ハンディキャップが取得できます。 ただし、男性はコンペティー、女子はレディースティーを使用した場合のみとする。

（お１人様でのラウンドでも申請可能です。） ⑰ ＮＲ（ノー・リターン）は、競技会に参加したことにはならない。

◆ 登録手数料は、１,０００円（税別)   ※継続料はかかりません。 ⑱ 競技参加料は、1,000円とする。（税込）

（ショートコース オリジナルネームタッグ進呈） ⑲ さくらフェスティバル、開場記念大会、グランドマンスリー大会、

◆ １年以上スコアカードの提出がない場合は、ハンディキャップは失効します。 ラストコールプライズの競技規定は、別に定める。

◆ 原則、１・７月にハンディキャップの見直しを行います。（UP/DOWNあり） ⑳ 規定などの追加・改定は、随時ハウス内やスタートホール付近に掲示する。

ただし、ハンディキャップ戦の上位者は、都度査定し改定することもあります。

―　ショートコース ハンディキャップについて　―

よみうりショートコース競技規定



18Ｈ 12Ｈ
ストロークプレー ストロークプレー

月 日 曜日 競　技　名 競技方法 月 日 曜日 競　技　名 競技方法

10日 （日） 新春よみうりオープンコンペ ＷＰ １月 29日 （金） ミズノカップ ＷＰ

21日 （木） ミスタードーナツカップ ＷＰ ２月 17日 （水） ブリヂストンカップ ＷＰ

 9日 （火） ダンロップカップ ＨＤ 5日 （金） ダンロップカップ ＷＰ

25日 （木） マンダムルシードカップ ＷＰ 21日 （日） よみうりオープンコンペ ＳＰ

16日 （火） ミズノカップ ＷＰ 1日 （木） マンダムルシードカップ ＷＰ

24日 （水） ブリヂストンカップ ＷＰ 18日 （日） 開場２９周年記念大会 ＷＰ

22日 （木） ダンロップカップ ＷＰ 7日 （金） ポカリスエット杯 ＷＰ

30日 （金） ミスタードーナツカップ ＳＰ 26日 （水） ブリヂストンカップ ＨＤ

５月 18日 （火） ミズノカップ ＷＰ ６月 29日 （火） ダンロップカップ ＷＰ

3日 （木） マンダムルシードカップ ＳＰ ７月 22日 （木） ミスタードーナツカップ ＷＰ

11日 （金） ポカリスエット杯 ＷＰ  8日 （日） よみうりオープンコンペ ＷＰ

20日 （日） よみうりオープンコンペ ＷＰ 17日 （火） マンダムルシードカップ ＷＰ

7日 （水） ミズノカップ ＷＰ 2日 （木） ミスタードーナツカップ ＷＰ

18日 （日） 第４２回さくらフェスティバル ＷＰ 17日 （金） ポカリスエット杯 ＷＰ

30日 （金） ポカリスエット杯 ＳＰ 10月 28日 （木） ミズノカップ ＳＰ

８月 25日 （水） ポカリスエット杯 ＨＤ 11月 19日 （金） マンダムルシードカップ ＨＤ

12日 （日） よみうりオープンコンペ ＳＰ 2021 グランドマンスリー大会 ＷＰ

28日 （火） ブリヂストンカップ ＷＰ ラストコールプライズ ＷＰ

6日 （水） ミスタードーナツカップ ＷＰ

17日 （日） 開場４８周年記念大会 ＷＰ

4日 （木） ダンロップカップ ＷＰ

30日 （火） ブリヂストンカップ ＷＰ

2021 グランドマンスリー大会 ＷＰ

ラストコールプライズ ＷＰ

26日 （日） ２０２１ ファイナルよみうりオープンコンペ ＷＰ

※2020年12月～2021年11月までの以下の競技会にご参加・該当された方が出場できます。

●ミズノカップ、ブリヂストンカップ、ダンロップカップ、ポカリスエット杯 ●ミズノカップ、ブリヂストンカップ、ダンロップカップ、ポカリスエット杯

　ミスタードーナツカップ、マンダムルシードカップ、よみうりオープンコンペの 　ミスタードーナツカップ、マンダムルシードカップ、よみうりオープンコンペの

　入賞者と、ベストグロス賞（男女別）獲得者。 　入賞者と、ベストグロス賞（男女別）獲得者。
　　※参加人数の上位１５％の方が入賞者となります。（小数点以下切り上げ） 　　※参加人数の上位１５％の方が入賞者となります。（小数点以下切り上げ）

●フェスティバル大会、開場記念大会の上位１０名と、ベストグロス賞 ●開場記念大会の上位１０名と、ベストグロス賞（男女別）獲得者。

（男女別）獲得者。

５月

10月

９月

　大塚製薬(株)／(株)ダスキン／(株)ダンロップスポーツマーケティング／

４月

７月

（火）7日12月９月

６月

　　  さくらコース 競技日程         光コース 競技日程

１月

２月

３月

３月

４月

※ 競技方法でＨＤはハンディキャップ戦、ＷＰはダブルぺリア戦、ＳＰはペリア戦の略です。
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８月

　キリンビール(株)／(株)伊藤園／(株)アラスカ

（順不同・敬称略）

　ブリヂストンスポーツセールスジャパン(株)／(株)マンダム／ミズノ(株)

◆2021 グランドマンスリー大会 ◆

11月

17日 （金）
12月

　サントリービバレッジサービス(株)／コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)

注）競技会日程は、都合により変更する場合もございます。


