
２０１４年経済産業大臣杯全国ペア対抗戦 

北海道ブロック予選競技規定 

 

   【主  催】  一般社団法人日本ゴルフ場事業協会  北海道支部 

   【後  援】  経済産業省 

   【協  賛】  ゴルフ市場活性化委員会 (通称 GMAC)  ≪http://www.gmao.jp/≫ 

            (一社)日本ゴルフ用品協会・(公社)日本パブリックゴルフ協会・(公社)全日本ゴルフ練習場連盟・(公社)日本ゴルフ協会 

   【予 選 会】  平成 26 年 6 月～平成 26 年 8 月 31 日 (開催コース・日時は下記を参照) 

   【決勝大会】  平成 26 年 10 月 1 日(水) 

           札幌エルムカントリークラブ 西コース  ≪http://www.elmcc.com/≫  

            〒061-1363 北海道恵庭市島松沢 55 電話 0123-33-5151 FAX0123-33-5153 

 

 ≪競技規則≫   JGA発行のゴルフ規則及び本競技ローカルルールを適用する。（本大会においては、距離計測器の使用を許可します。） 

≪プレー条件≫  ・１８ホール・ストロークプレー 

          ・２人一組のペア戦（２名のネットスコアー合計） 

≪部門別≫    ・一般の部 (男女混合含む、但し女性同士のペアはレディースの部のみの出場資格となります)  

          ・レディースの部   

≪競技方法≫   ・新ペリア方式 (ダブルパーまでとし、算出ハンディキャップの上限はなし) 

          ・順位決定はペア合計ネットによる。 

・同ネットの場合は、ペアの内、年齢の高い人上位。 

・使用ティ 「男子」レギュラーティー、「女子」レディースティー、「65歳以上」はシルバーティー使用可 

※「フォレスト旭川カントリークラブ」は、「フォレスト夏のロングランコンペ」とのコラボ企画となりますので、8/1～8/31の期間

での成績を 9/1に集計し、「一般」1ペア、「レディース」1ペアを決勝進出者として選出致します。（但し、8/11開催の「レディー

ス」の部を除く） 

≪参加費の範囲≫ 予選会開催コースの内容記載 



≪参加申込み≫  予選会出場コース宛に電話予約にて申込み後、別紙申込書 (協会 HP よりダウンロード http://www.golf-ngk.or.jp/) にて 

予選会出場コース宛にエントリー票を FAX すること。但し、先着順とし定員となり次第締切る。 

 ≪決勝進出≫   予選会にて選出されたペアは決勝大会(札幌エルムカントリークラブ)への出場権が与えられます。 

          ・決勝進出者の 1 名までの変更は認める。 

          ・複数回の予選会に参加し、同一ペアが複数入賞した場合、最初に入賞したコースを優先するものとする。但し、1 名変更後の 

予選会の参加並びに入賞資格を認める。(入賞→決勝進出の権利保有ペア) 

 ≪その他≫    ・各部門の上位 3 ペアまでの表彰状を授与する。 

          ・危険防止の為、ギャラリー等のコース内への立ち入りを禁止する。但し、スタートホールのティーグランド・最終ホールグリーン

についてはプレーの妨げにならない範囲で許可する。 

≪お問い合わせ≫ 

   一般社団法人日本ゴルフ場事業協会 北海道支部  電話：0123-33-5151 FAX：0123-33-5153 札幌エルムカントリークラブ内 

          同         本部事務局  電話：03-3864-6701 FAX：03-3864-6703 

 

【一般の部】 

 開催日 会場 (ゴルフ場名／住所／電話・FAX) 料金(外税) プレー形態 

 

 

① 

 

 

７月 ５日 (土) 

 

決勝進出 1 ペア 

ゴルフ場名 函館シーサイドカントリークラブ 

住所：〒041-0265 

   北海道函館市豊原町 237 番地 

電話：０１３８－５８－３３６１  FAX：０１３８－５８－３２１２ 

ホームページ http://www.hakodate-seaside-cc.com/ 

プレー代           ７，５００ 円  

ゴルフ場利用税     ４００ 円 

消費税         ６００ 円 

参加費（非課税)   １，０００ 円 

合計       ９，５００ 円 

セルフ／乗用カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有り 

レディースの部、同日開催 

 

 

② 

 

７月２５日 (金) 

 

決勝進出 3 ペア 

 

ゴルフ場名 札幌エルムカントリークラブ 

住所：〒061-1363 

   北海道恵庭市島松沢 55 番地 

電話：０１２３－３３－５１５１  FAX：０１２３－３３－５１５３ 

ホームページ http://www.elmcc.com/ 

プレー代           ７，７００ 円  

ゴルフ場利用税     ８００ 円 

消費税         ５７０ 円 

参加費（非課税)   １，５００ 円 

合計       １０，５７０ 円 

キャディ付／歩き 

昼食別 

ホールアウト後、ソフトドリンクサービス 

パーティ有り 

会員料金 7,592 円（税込） 

http://www.golf-ngk.or.jp/
http://www.hakodate-seaside-cc.com/
http://www.elmcc.com/


 

 

③ 

 

７月２９日 (火) 

 

決勝進出 ２ペア 

ゴルフ場名 北見カントリークラブ 

住所：〒090-0008 

   北海道北見市大正 813 番地 

電話：０１５７－３６－８８１１  FAX：０１５７－３６－９９１１ 

ホームページ http://www.kcc-golf.jp/guide_of_club.html 

プレー代           ５，９６０ 円  

ゴルフ場利用税（福祉募金 4 円含）４０４ 円 

消費税         ４７６ 円 

参加費（非課税)   １，５００ 円 

合計        ８，３４０ 円 

キャディ付／歩き 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有り 

 

 

 

④ 

８月 １日 (金) 

～ 

８月３１日（日） 

 

決勝進出 １ペア 

ゴルフ場名 フォレスト旭川カントリークラブ 

住所：〒070-8034 

   北海道旭川市神居町上雨粉 430 

電話：０１６６－７５－３３００  FAX：０１６６－７５－３０３０ 

ホームページ http://www.forest-asahikawacc.com/environ/clubhouse.html 

「フォレスト夏のロングランコンペ」とのコ

ラボ企画となります。料金及びプレー形態は

各日の設定された内容になります。 

参加費（非課税)   １，０００ 円 

 

参加賞全員 

9/1 に集計し、1 ペアを選出します 

 

 

⑤ 

 

月  日 ( ) 

 

決勝進出 1 ペア 

ゴルフ場名 

住所：〒     会場・日程が決定次第、掲載いたします。 

 

電話：              FAX： 

ホームページ  

  

 

 

【レディースの部】 

 開催日 会場 (ゴルフ場名／住所／電話・FAX) 料金(外税) プレー形態 

 

 

① 

 

 

６月１１日 (水) 

 

決勝進出 １ペア 

ゴルフ場名 フォレスト旭川カントリークラブ 

住所：〒070-8034 

   北海道旭川市神居町上雨粉 430 

電話：０１６６－７５－３３００  FAX：０１６６－７５－３０３０ 

ホームページ http://www.forest-asahikawacc.com/environ/clubhouse.html 

プレー代           ７，３１２ 円  

ゴルフ場利用税     ４００ 円 

消費税         ６０３ 円 

参加費（非課税)   ２，０００ 円 

合計      １０，５４３ 円 

乗用カート／キャディ付 

昼食含む ※特別メニュー 

パーティ有り 

「初夏の女子会コンペ」コラボ企画 

会員料金 9,312 円（税込） 

http://www.kcc-golf.jp/guide_of_club.html
http://www.forest-asahikawacc.com/environ/clubhouse.html
http://www.forest-asahikawacc.com/environ/clubhouse.html


 

 

② 

 

７月 ５日 (土) 

 

決勝進出 1 ペア 

 

ゴルフ場名 函館シーサイドカントリークラブ 

住所：〒041-0265 

   北海道函館市豊原町 237 番地 

電話：０１３８－５８－３３６１  FAX：０１３８－５８－３２１２ 

ホームページ http://www.hakodate-seaside-cc.com/ 

プレー代           ７，５００ 円  

ゴルフ場利用税     ４００ 円 

消費税         ６００ 円 

参加費（非課税)   １，０００ 円 

合計       ９，５００ 円 

セルフ／乗用カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有り 

一般の部、同日開催 

 

 

③ 

 

７月３１日 (木) 

 

決勝進出 1 ペア 

 

ゴルフ場名 札幌エルムカントリークラブ 

住所：〒061-1363 

   北海道恵庭市島松沢 55 番地 

電話：０１２３－３３－５１５１  FAX：０１２３－３３－５１５３ 

ホームページ http://www.elmcc.com/ 

プレー代           ７，７００ 円  

ゴルフ場利用税     ８００ 円 

消費税         ５７０ 円 

参加費（非課税)   １，５００ 円 

合計       １０，５７０ 円 

キャディ付／歩き 

昼食別 

ホールアウト後、ソフトドリンクサービス 

パーティ有り 

会員料金 7,592 円（税込） 

 

 

④ 

８月 １日 (金) 

～ 

８月３１日（日） 

 

決勝進出 １ペア 

ゴルフ場名 フォレスト旭川カントリークラブ 

住所：〒070-8034 

   北海道旭川市神居町上雨粉 430 

電話：０１６６－７５－３３００  FAX：０１６６－７５－３０３０ 

ホームページ http://www.forest-asahikawacc.com/environ/clubhouse.html 

「フォレスト夏のロングランコンペ」とのコ

ラボ企画となります。料金及びプレー形態は

各日の設定された内容になります。 

参加費（非課税)   １，０００ 円 

 

参加賞全員 

9/1 に集計し、1 ペアを選出します 

 

 

⑤ 

 

月  日 ( ) 

 

決勝進出 1 ペア 

ゴルフ場名 

住所：〒     会場・日程が決定次第、掲載いたします。 

 

電話：              FAX： 

ホームページ  

  

 

http://www.hakodate-seaside-cc.com/
http://www.elmcc.com/
http://www.forest-asahikawacc.com/environ/clubhouse.html

