
 

第２回 ＯＢＳ九州女子ジュニアゴルフ大会 

 

大 会 要 綱 

 

■目    的   本大会を通じて、九州の女子ジュニアゴルファーの健全育成を図るとともに、正しいゴルフ 

の普及や技術の向上、心身鍛錬、親睦交流を図ることを目的として開催する。 

 

■主    催   OBS九州女子ジュニアゴルフ大会実行委員会 

 

■後    援   九州ゴルフ連盟、大分県ゴルフ協会、九州高等学校・中学校ゴルフ連盟、大分県、 

大分県教育委員会、公益財団法人 大分県スポーツ協会、大分商工会議所、 

一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会 

 

■開催日時   ２０２１年３月３１日(水） 指定練習日 

               「大分センチュリーホテル」にて、               

１８：３０  オープニングセレモニー（夕食含む） 

－基本、選手全員参加のことー 

※団体で引率される監督・コーチもご出席ください。 

※選手はユニフォーム（ゴルフウェア）でご参加下さい。 

※新型コロナウイルスの感染状況により、セレモニー中止の場合もございます。 

 

             ｛第 1日｝２０２１年４月１日(木） 大会１日目 

                          ６：３０  第１ラウンド選手受付開始 

                          ７：４５  開会式（クラブハウス前） ※特に集合する必要はございません。 

                          ８：００  スタート 

             ｛第 2日｝２０２１年４月２日(金） 大会２日目 

６：３０  第２ラウンド選手受付開始 

                          ８：００  スタート 

１６：００  表彰式（クラブハウス前 練習グリーン）  

※進行状況で時間が変更になる場合があります 

 

■会    場   大分東急ゴルフクラブ 

               〒８７０－０２７７ 大分県大分市大字広内字払川２２７－１ 

                           TEL(097)529-2311 / FAX(097)529-2717 

 

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、大会内容を変更する場合がございます。ご了承下さい。 

 



■出場資格   JGAのジュニア公式競技基準に則り、満１８歳までの中・高校生の女子で、 

保護者の承諾が得られた者（令和３年度の、中学校 1年生から高校 3年生まで）。 

             及び、大会実行委員会が推薦枠として出場を認め、保護者の承諾が得られた者。 

 

■競技方法   ゴルフ規則ならびに開催コースのローカルルールに準じて行う。 

【中学生の部】、【高校生の部】に分けて、２日間の３６ホールズストロークプレー。 

              ※天候その他の都合により、競技方法を変更する場合がございます。 

■順位決定   ２日間のトータルスコア。第１位がタイの場合は、競技委員会が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、優勝者を決定する。天候など不測の事態でプレー 

オフが実施出来ない場合は、マッチング・スコアカード方式により優勝者を決定する。 

2位以下の成績については、タイ扱いとする。 

 

■表    彰   【高校生の部】、【中学生の部】ともに、 優勝・準優勝・３位～５位 

※出場者数によって、表彰対象者を増減する場合がございます。表彰対象者は全員参加のこと。 

           副賞   ≪JＬＰGAステップ・アップ・ツアー「フンドーキンレディース」≫ 4/13（火）～１５（木） 

【高校生の部】上位２名には、2021年大会の出場資格が与えられます。 

※２位がタイの場合は、マッチング・スコアカード方式で贈呈者を決定します。 

                        ↓ 

≪JLPGAツアー「ほけんの窓口レディース」≫ 5/14（金）～16（日） 

「フンドーキンレディース」の成績上位者１名には、２０２１年大会の出場資格が 

与えられます。 

※ただし、両大会ともに JGA/USGA HDCP Index10.0以下の者に限る。 

■募集人数   １４０名   ※定員を超えるお申込みがあった場合は、お断りする場合がございます。 

 

■募集期間   ２/2６（金）必着 

 

■申込方法   所定の申込書（OBS HPからもダウンロード可）に記入のうえ、「OBSジュニアゴルフ 

大会事務局」へ郵送 or FAX（097‐552‐５２００）にてお申込み下さい。  

 

■参 加 料   ５,０００円（消費税込）  ※3/３１（水）オープニングセレモニーの夕食代込み 

※４/１（木）、２（金）ゴルフ場での朝食代込み 

■参加料の入金方法 

              ①現金書留による事務局へ郵送（参加申込書 同封可） 

                 <お届け先>〒８７０－８６２０ 大分県大分市今津留３－１－１ 

                            「OBSジュニアゴルフ大会事務局」（tel：097-553-2509）宛て 

②口座へお振込み 

                 ＜振込先＞ 大分銀行 津留（つる）支店   （普通）７５４１５０１ 

                            OBSジュニアゴルフ大会事務局  代表 山本 岳史 

 ※郵送の送り主・口座名義は、必ず参加申込書に記載の保護者氏名と同一でお願い致します。 

 ※現金書留の郵送料・振込み手数料は、お申込者のご負担となりますのでご了承ください。 

 ※３/５（金）までに必ずご入金下さい。〆切を過ぎた場合は、参加出来ない場合がございます。 



■競技について 

① 選手は歩きでのセルフプレーとなります。（キャデイバッグはカートで運搬） 

    ② 本大会において、目土袋・ルールブック・グリーンフォークを必ず携帯してください。 

切り取ったディボット（芝）やバンカーは必ず各自で元に戻してください。 

    ③ スタート時間１５分前には各自ティーイングエリア付近で待機してください。 

    ④ プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないよう注意してください。 

プレーの不当な遅延に関してはペナルティを課す場合があります。 

 

■注意事項 

    ① 大会当日は、保険証のコピーをご持参ください。 

    ② 大会中及び観戦中に発生した事故・負担等の責任は、主催者・特別協賛社・特別協力社、 

後援団体等には、一切無いものとします。 

    ③ ギャラリーのコース立ち入りは、カート道路まで許可します。尚、選手へのアドバイスは禁止です。 

④ 選手・ギャラリーともにコース内での携帯電話の使用を禁止します。 

    ⑤ ３/３１（水）オープニングセレモニーつきましては、基本選手全員参加でお願いします。 

    ⑥ 表彰式には、入賞対象者は必ず参加でお願い致します。 

⑦ 大会の模様を収録して、大分放送では４/１７（土）１４時から 90分の特別番組を放送予定です。 

⑧ エントリー後のキャンセルにつきましては、基本参加費は返金致しません。 

    ※新型コロナウイルスの感染症対策につきましては、別紙をご確認下さい。 

■参加心得 

    ① 時間を厳守し、迅速に行動・プレーしてください。 

    ② スタート時・プレー終了時・表彰式等では、はっきりとした“あいさつ”を行い、感謝の気持ちを 

忘れない姿勢を保ってください。 

    ③ 服装はジュニア公式競技の基準に則り、上衣は袖付きで華美でないもの・下衣も華美でないものと 

します。 

    ④ クラブハウス内では脱帽してください。 

    ⑤ 睡眠や食事等自己管理を徹底し、大会には万全の体調で臨んでください。 

    ⑥ 選手は必ず帽子を着用してください。また水分補給や健康管理等を各自で十分に行ってください。 

 

■その他 

    ① ４/１（木）、２（金）の大会当日は、ゴルフ場レストランにて朝食を無料で利用出来るほか、 

昼食用として軽食（おにぎり２個・バナナ）をご準備させて頂きます。（選手のみ）。 

ゴルフ場レストランは、両日ともに６：３０～利用可能です。 

② 安全対策として、大会開催中はクラブハウスに看護師を常駐させ、大会自体にイベント保険を 

   かけさせて頂きます。 

    ③ お申込みされた方の個人情報は、OBSジュニアゴルフ大会事務局が責任を持って管理し、 

第三者に開示・提供することはありません。当事務局は、利用者からの個人情報を収集させ 

ていただく場合は、収集目的、利用者に対する窓口を明示したうえで、必要な範囲の個人 

情報を収集させていただきます。以下の目的で個人情報を収集させて頂きます。 

（１）DMの発送 （２）HP・情報媒体での大会記録発表 （３）来期以降の本大会告知用広告  

（４）大会参加者募集 （５）大会進行用資料 （６）特別番組 



【大会スケジュール】 

 

■３月３１日（水）     

                  18:30～    オープニングセレモニー（夕食込み） 

 

                  場所：大分センチュリーホテル 

〒870-0021大分市府内町１－４－２８ 

 

■4月 1日（木） 

                   ６：００（予定） 無料送迎バス運行 

（大分センチュリーホテル→大分東急ゴルフクラブ） 

   ６：３０       選手受付開始 

   ７：４５       開会式（クラブハウス前） ※集合の必要はございません 

８：００       第１ラウンド １８ホール １組目スタート 

１６：３０（予定） 無料送迎バス運行 

              （大分東急ゴルフクラブ→大分センチュリーホテル） 

１８：００       2日目組み合わせ発表 

 

2日目の組み合わせ・スタート時間は、初日の競技終了後に会場で 

ご案内致します。また、OBSホームページにもアップ致します。 

 

 

■4月 2日（金）    

                   ６：００（予定） 無料送迎バス運行 

（大分センチュリーホテル→大分東急ゴルフクラブ） 

６：３０       選手受付開始 

                   ８：００       第２ラウンド １８ホール １組目スタート 

                  １６：００（予定） 表彰式（クラブハウス前 練習グリーン） 

                                ・開式挨拶 

                                ・主催者挨拶 

                                ・成績発表 

                                ・表   彰 

                                ・閉式挨拶 

1６:３０（予定） 無料送迎バス運行 

               （大分東急ゴルフクラブ→JR大分駅） 

 

                        ※大会の進行状況で時間が前後することがあります。 

 



【OBS九州女子ジュニアゴルフ大会 プレー費について】 

 

■プレー費について 

          練習ラウンド及び大会当日のプレー費は、開催ゴルフ場の特別料金で 

個人負担となります。 

 

【特別料金】  5,000円（1R・消費税込） 

 

 

 

■練習ラウンドについて 

    ① 指定練習日は、3/31（水）です。 

       選手だけでのプレーの場合は、保護者の方がご同伴ください（カート運転）。 

     

    ② 練習ラウンドは、平日のみとさせていただきます。土・日・祝日につきましては、 

       通常料金とさせて頂きます。 

 

③ 練習ラウンドのプレー費は、ゴルフ場へ予約時にお問合せ下さい。 

       ただし２バッグの場合は、割増料金を頂きます。 

 

    ④ 大会前の練習については、ゴルフ大会に出場する旨を伝え各自でご予約下さい。 

 

    ⑤ 上記料金でのラウンド練習は参加選手のみとなり、同伴者がプレーする場合は 

通常料金とします。 

  

    ⑥ 練習ラウンド時、プレーしない引率者のコース立ち入りについては、 

       プレー前に「コース入場申請書」の提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■宿泊のご案内 

宿泊についてですが、特別料金で下の宿をご案内させて頂きます。 

 

指定宿泊ホテル 

 

大分センチュリーホテル 

      〒870－0021  大分市府内町１－４－２８ 

       電話番号（０９７）５３６-2777 

FAX    (097)536-2307 

 

大分駅より徒歩５分 

  
     お１人様料金（シングル） 

1泊   ５,０００ 円（税込み） 

       2泊  10,000円（税込み） 

3泊  1５,000円（税込み） 

 

※事前申し込みが必要となります。宿泊を希望される方は直接ホテルに電話予約して 

  頂き、その際大会に参加する旨お申し付けください。保護者の方も、同じ金額で宿泊 

が可能です。部屋数に限りがありますので、希望される方はお早めにお申し込み 

下さい。 

 

※試合当日の４/１（木）朝・夕方、２（金）朝については、 

  大分センチュリーホテル⇔大分東急ゴルフクラブ 間の無料送迎バスを運行します。 

  大会終了後４/２（金）夕方につきましては、大分東急ゴルフクラブ→JR大分駅までの 

  無料送迎バスを運行予定です。 

 

＜練習ラウンドの予約＞大分東急ゴルフクラブ ・・・・電話 (097)529-２３１１ 

＜大会へのお問合せ＞大分放送 事業部（OBSジュニアゴルフ大会事務局） 

                                        ・・・・電話 （０９７）５５３-２５０９ 

＜宿泊の申し込み＞   大分センチュリーホテル ・・・・電話 （０９７）５３６-２７７７ 


