金
代表者会議
総合開会式

土

18

日

●チャンピｵン大会 団体戦/個人戦
福移の杜コース
●交流大会・個人戦
福移の杜コース
●交流大会・男女ペア戦
輪厚国際パークゴルフコース

交流懇親会

福福移の杜コース

開催コース「福移の杜コース」

札幌時計台

輪厚国際コース

旧北海道庁

開催コース「輪厚国際パークゴルフコース」

NPGA杯 第12回

「全日本パークゴルフ大会」2022
大 会 実 施 要 領

さっぽろ

目的

パークゴルファーの技量を競い合うと共に、楽しさの共有を実感しながら、お互いに親交を深め、友好の輪を
一層広め、パークゴルフの健全な普及を図ることを目的とする。

主催

公益社団法人

主管

札幌地区パークゴルフ協会連合会

後援
期日

北海道、札幌市、札幌スポーツ協会、北海道新聞社
令和４年9月17日（土）～18日（日）
17日 受付時間 7：30 開会式8：15
18日 受付時間 7：30

募集人員
参加資格

競技開始 9：00
競技開始 8：15
②交流大会

①チャンピオンシップ大会

大会名
競技会場

日本パークゴルフ協会

団体の部・個人男女

男女個人の部

男女ペアの部

福移の杜コース（札幌市福移）

福移の杜コース（札幌市福移）

輪厚国際PGコース（北広島市輪厚）

TEL011-374-8000 FAX011-374-8001

TEL011-374-8000 FAX011-374-8001

TEL011-398-9772FAX011-398-9773

団体・個人男女

個人男女

男女ペア

250名

日本PG協会に加盟する市町村協会会員であること。

250名

150組（300名）

参加資格要件は設けず、オープン参加とする。

・連合会のある地域は、男女それぞれ2名以上で合計4名以上６名迄
推薦ができる
・連合会が未組織地域の協会は、所属会員2名迄推薦ができる
ただし、個人の部に限り性別は問わない
・実行委員会は、参加できない連合会が生じた場合は、
開催地ブロック内の連合会の参加枠を広げることができる。
但し広げられる参加枠は、個人の部のみとする。

競技方法

・72Hストロークプレー（2日間）

・72Hストロークプレー（2日間）

①個人の部

※最上位スコア者が複数の場合は、

組み合わせ（男女混合）

※最上位スコア者が複数の場合は、優勝のみをサドンレスプレ

を決定する。

72Hベストボール方式

2日間

優勝のみをサドンレスプレーオフで順位

それ以外の入賞はカウントバック方式で順位を決定する。

ーオフで順位を決定する。
優勝以外の順位はカウントバック方式で順位を決定する。
②団体の部（連合会対抗戦）
連合会事前登録した6名以内の内から、男女の上位各
２名（合計４名）のスコアーを集計し決定する。
入賞チームが同スコアの場合、カウントバック方式とする。
入賞以外は、同順位とする。

表彰

・個人の部

優勝、準優勝、３位～１０位（男女別）

・団体の部

優勝、準優勝、３位～5位

・個人の部

優勝、準優勝、

ペアの部

優勝、準優勝、３位～5位

３位～１０位（男女別）
他ラッキー賞（抽選）、参加賞（全員）があります

参加料

・２日間

４，０００円

・２日間

４，０００円

１組

8，０００円

※２日間の参加料には、昼食代、プレー代、保険料が含まれております。
交流懇親会

9月16日（金）17：30～20：00 懇親会費

（場所：札幌パークホテル

6,000円

〒064-8589 札幌市中央区南10条西３丁目

TEL 011-511-3131

FAX 011-531-8522）

※登録完了後、参加できない場合でも、参加料の返却は致しかねます。

申込期間
申込方法

一次募集

全国分

令和４年６月１０日～７月２０日

締め切り厳守

二次募集

札幌連合分

令和４年７月２５日～８月２０日

締め切り厳守

・チャンピオンシップ大会（個人の部・団体の部）の参加申込みは、連合会が行う。
但し、連合会組織がない場合は、市町村協会が個人の部の申込みを行う。
・交流大会の申し込みは、「個人の部」「ペアの部」毎の専用の用紙を使用し連合会を通じて申込みください。
※「参加申込書」は、各用紙の「申込先」へFAX又は、メールにて申し込みください。
交流大会個人の部とペアの部は、申込先が異なりますのでご留意ください。
※「送金先・銀行振込口座」は、各申込書記載先に送金してください。
・「参加料」の納入をもって参加登録の完了といたします。
・各大会とも、定員になり次第締め切ります。

その他

（1）参加者の過失による障害が生じた場合は、応急措置、スポーツ障害保険の他は責任を負いかねます。
（2）大会ルール 公益社団法人日本パークゴルフ協会規則による。
（3）用具

公益社団法人日本パークゴルフ協会認定用具使用のこと。

（4）参加者の氏名・住所等の個人情報は、本大会運営以外には使用いたしません。
（5）開催要項は、大会実行委員会の都合により変更になる場合があります。
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パークゴルファーの技量を競い合うと共に、楽しさの共有を実感しながら、お互いに親交
を深め、友好の輪を一層広げ、パークゴルフの健全な普及発展を図ることを目的とする。
公益社団法人 日本パークゴルフ協会
札幌地区パークゴルフ協会連合会
北海道

札幌市

札幌市スポーツ協会

北海道新聞社

令和4年9月17日(土) ～ 18日(日)
２日間
チャンピオンシップ・交流（個人）大会
福移の杜コース
17日 受付時間
7：30
開会式
8：15 競技開始
18日 受付時間
7：30
競技開始
交流（ペア）大会
輪厚国際PGコース
17日 受付時間
7：30
開会式
8：15 競技開始
18日 受付時間
7：30
競技開始
・チャンピオンシップ大会（個人・団体）
〖コース名 福移の杜コース〗（すずらん・らいらっくコース）
〒002-8055 札幌市北区篠路町福移154-3
ＴＥＬ 011-374-8000

9：00
8：15
9：00
8：15

ＦＡＸ 011-374-8001

・交流大会 個人の部
〖コース名 福移の杜コース〗（らいらっく・すずらんコース）
〒002-8055 札幌市北区篠路町福移154-3
ＴＥＬ 011-374-8000

ＦＡＸ 011-374-8001

・交流大会 ペアの部
〖コース名 輪厚国際パークゴルフコース〗
〒061-1264 北広島市輪厚235
ＴＥＬ 011-398-9772

ＦＡＸ 011-398-9773

250名
7 募集人数 (1) チャンピオンシップ大会
(2) 交流大会個人の部
250名
(3) 交流大会ペアの部
１50組 300名
（個人・団体）
8 参加対象 (1) チャンピオンシップ大会
日本パークゴルフ協会に加盟する市区町村協会会員であること。
・連合会のある地域は、男女それぞれ2名以上で合計4名以上6名迄の推薦をすることが
できる。
・連合会が未組織地域の協会は、所属会員２名（性別は問わない）迄の推薦をすること
ができる。（ただし、個人の部に限る）
※実行委員会は、参加出来ない連合会が生じた場合は、開催地ブロック内の連合会の参
加枠を広げることができる。ただし、広げられる参加枠は個人の部のみとする。
(2) 交流大会(個人・男女ペアの部) 参加資格に制限を設けず、オープン参加とする。
72Hストロークプレー（２日間）
9 競技方法 (1) チャンピオンシップ大会
①個人の部
組合せ（男女混合）
※最上位スコア者が複数の場合は、優勝のみをサドンデスプレーオフで順位を決定す
る。それ以外の入賞はカウントバック方式で決定し、入賞以外は同順位とする。
②団体の部（連合会対抗戦）
各連合会で事前登録した６名以内から、男女の上位各２名（合計4名）のスコアを集計
し決定する。
※入賞チームが同スコアの場合、カウントバック方式とする。入賞以外は、同順位とする。
(2) 交流大会（オープン参加）
①個人の部 組合せ（男女混合） 72Hストロークプレー（２日間）
※同スコアの場合、上記(1)①に準ずる。
②ペアの部（男女ペア）
72Hﾍﾞｽﾄﾎﾞｰﾙ方式（2日間）
ベストボール方式とは、テｲーショットは全員が打ち、2打目に各ペアが1個のボールを
選択し、以後ペア同士が、交互に打ってカップインする。（ペア競技要領による）

10

11

12
13

14

※入賞チームが同スコアの場合、上記(1)①に準じる。
表
彰 (1) チャンピオンシップ大会（個人・団体）
①個人の部 優勝、準優勝、第3位 ～ 第10位（男女別）
②団体の部 優勝、準優勝、第3位 ～ 第5位
(2) 交流大会
①個人の部 優勝、準優勝、第3位 ～ 第10位（男女別）
②ペアの部 優勝、準優勝、第3位 ～ 第5位
※参加人数により内容に変更があります。
※他に、ﾗｯｷｰ賞(抽選)、参加賞(全員)があります。
参 加 料 (1) チャンピオンシップ大会
（2日間）
4,000 円
(2) 交流大会
①個人の部
（2日間）
4,000 円
②ペアの部
（2日間）
１組
8,000 円
※参加料には、昼食代、プレー代、保険料等が含まれています。
(3) 交流懇親会（9/16(金) 17：30 ～ 20：00）
１人
6,000 円
（場所：札幌パークホテル
札幌市中央区南10条西３丁目）
※登録完了後、参加出来ない場合でも、（1）（2）（3）の参加料は返却致しかねます。
申込期間
令和4年6月10日(金)～令和4年7月20日(水) 締切厳守
2次募集（札幌）7月25日（月）～8月20日（土）
申込方法 ・チャンピオンシップ大会（個人の部・団体の部）参加申込みは連合会が行う。
(但し、連合会組織がない場合は市区町村協会が個人の部の申込を行う）
・交流大会（個人の部・ペアの部）も各連合会を通して申込みください。
(1) チャンピオンシップ大会の申込みは、別紙申込書に、参加者名その他必要事項を
記入して、下記実行委員会事務局迄FAX又はメールにて申込みください。
参加料は、下記口座にお振込み下さい。（参加料納入を以って登録完了）
(2) 交流大会の申込みは、個人の部、ペアの部毎に別紙交流大会申込書に必要事項を記入の上
申込先迄FAX又は、メールにて申込みください。定員になり次第、締切ります。
※交流大会個人の部とペアの部は申込み先が異なりますのでご留意ください。
〖実行委員会事務局〗
〒005-0005
札幌市南区澄川５条３丁目9-10-302
TEL＆FAX 011-842-5358 E:mail y-noi@cameo.plala.or.jp
実行委員会事務局(札幌地区パークゴルフ協会連合会)能井良直
〖銀行振込口座〗
① 銀行名
北洋銀行北野支店（店番号114）
② 口座番号
普通0240245
③ 口座名
札幌地区パークゴルフ協会連合会
そ の 他 (1) 参加者の過失による傷害が生じた場合は、応急処置、スポーツ傷害保険の他は責任を
負いかねます。
(2) 大会ルール
公益社団法人日本パークゴルフ協会規則による。
(3) 用 具
公益社団法人日本パークゴルフ協会認定用具使用のこと。
（両日使用クラブの検査を行います。）
(4) 参加者の氏名・住所などの個人情報は、本大会運営以外には使用いたしません。
（プログラムには、所属・氏名・性別のみ記載）
(5) 開催要項は、大会実行委員会の都合により変更になる場合があります。
(6) 宿泊ホテルの手配は、旅行会社（京王観光）に依頼をしております。

以上

