
拝啓
仲秋の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

尚、決勝⼤会終了後に簡単な表彰式を実施致します。誠に恐れ⼊りますが、ご参加いただきますよう
何卒よろしくお願い致します。

大 会 名

開 催 日

大洗ゴルフ倶楽部
〒311-1301　茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8231-1   TEL：029-266-1234

競技規則

【シングルス部門】

【ダブルス部門】
各予選大会の上位５ペア、合計２０ペア（予定）

★ご注意・・・予選大会と同じ競技部門へのエントリー資格となります。他部門へのエントリーはできません。

Par72　7,185yard/ブラックTEE（予定）　

Par72　男性/6,652yard/ブルーTEE（予定）　⼥性/5,696yard/ゴールドTEE（予定）　

※タイの決定方法

使用グリーン

プレースタイル

【アマチュア】

  また、今大会でシングルス部門のアマチュア上位3名とダブルス部門の上位3ペアは12月15日（火）に
  開催されるTEAM PRGR契約選⼿とのスペシャルラウンド（於　千葉カントリークラブ梅郷コース）
  への出場権が得られます。
  （出場予定選手）
     平塚哲⼆プロ、⽮野 東プロ、⼩平 智プロ、原 江⾥菜プロ、藤本⿇⼦プロ
　    ※上記選⼿は都合により変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

  決勝大会当日は表彰式を予定しておりますのでご参加ください。

競技方法

プレーフィー

賞    典

アマチュア・    ：各予選大会の上位10名、合計40名（予定）
プロ・研修⽣  ：第１回〜第４回予選⼤会のポイントランキング上位４０名（予定）

会    場

出場資格

また、この度は2015 PRGR RS CUP 決勝⼤会への進出、誠におめでとうございます。

大会事務局一同、決勝大会での皆様のご健闘をお祈り申し上げます。

（記）

ここに大会実施要綱をご案内させていただきます。

敬具

●大会実施要綱

   プレーオフを⾏い優勝者を決定する。 2位以下にタイが発⽣した場合は、№18からのカウントバックで順位を決定する。

        １位（ローエストアマ）：TEAM PRGRスペシャルラウンド招待&フェアウェイウッド

        ４位　　　　　　　　　    ：PRGRウェッジ
        ５位  　　　　　　　　　  ：PRGRボストンバッグ

18ホールズストロークプレー

【ダブルス部門】
スクランブル方式による18ホールズストロークプレー

   シングルス部門のプロの部、第1位にタイが生じた場合は、委員会の指定したホールにおいてサドンデス方式による

   アマチュアの部（シングルス・ダブルス共通）はすべて№18からのカウントバックで順位を決定する。

23,152円（利⽤税・消費税込み　　⾷事別）/アマチュア１名あたりの場合

※プレーフィー、飲⾷代、各売店の利⽤代等は各⾃フロントでご精算ください。

※利⽤税について：18歳未満且つ70歳以上1,500円／⼈。  ただし、本⼈を証明できるものを必ず事前に提⽰願います。

・参加賞：参加者全員にPRGR製品を授与致します。
・上位者賞（アマチュア1〜５位）：PRGR製品を授与致します。（内容は変更する場合があります）

ベント

2015 PRGR RS CUP　決勝大会のご案内

2015 PRGR RS CUP　決勝大会

2015年10⽉26⽇(⽉)

   ⼤会不成⽴等は⼤会事務局で協議の上、決定する。

キャディ付き歩⾏プレー　　※ハーフターン時に昼食休憩があります。

2015年⽇本ゴルフ協会ゴルフ規則およびPRGR RS CUP特別ルールを適⽤

        ２位（セカンドアマ）  ：TEAM PRGRスペシャルラウンド招待&ユーティリティ
        ３位（サードアマ）    ：TEAM PRGRスペシャルラウンド招待＆サイエンスフィット体験

【シングルス部門】



【プロ/研修生】
・賞⾦総額：4,000,000円　優勝：800,000円（以下、25位（名）まで賞⾦あり）
※賞⾦配分表は⼤会サイトをご確認ください。

練習場

レストラン

交通情報

※ゴルフ場内の規則、ドレスコードの詳細は大洗ゴルフ倶楽部のWEBサイト「ご来場の皆様へ」

　 を必ず参照願います。

・コース内での携帯電話のご使用はご遠慮ください。

 余裕を持ってご来場ください。

 お問い合わせください。
・ギャラリー（ファミリーを含む）の方はコース内への帯同は出来ません。
 №10ティー付近、№18グリーン付近のみ可と致しますが、選手のプレーに支障がないよう、
 十分ご注意ください。

競技の中止

までご連絡ください。

受付時間

賞    典

http://www.oarai-golf-club.co.jp/news/etiquette/index.html

遵守すべき

ドレスコード

備    考
⽋場の場合は10⽉23⽇（⾦）17時までに㈱ゴルフダイジェスト・オンライン
TEL:03-6361-2239までご連絡ください。
大会前日または当日に欠場・遅刻の場合は大洗ゴルフ倶楽部TEL:029-266-1234

⾬天決⾏　　※競技を中止する場合は大会事務局で協議のうえ、決定致します。

その他注意点

・ルールについて疑問がある場合は必ず競技委員⻑に確認してください。
・ドレスコードは来場時、プレー中、プレー後を問わず順守願います。

・スタート時間に遅れた場合は競技失格になりますので、スタート時間をご確認のうえ、

・組み合わせ表は当⽇若⼲の変更が⽣じる場合がありますので、予めご了承ください。
・特に指定練習日は設けていませんが、事前に練習ラウンドを希望される場合は、直接ゴルフ場へ

⼤会当⽇のクラブバスの運⾏はございません。

ゴルフ場オープン/6：15
ゴルフ場受付/6：30
大会受付/6：30
※当日はゴルフ場受付と大会受付の2箇所にお寄りください。

練習場オープン/6：30　※⼤会よりお⼀⼈様１箱を提供致します。（24球/無料）

ご来場の際は、ブレザーの着用をお願い致します。

6：30よりオープン



2015年10⽉26⽇

№１スタート（ＯＵＴ）/ シングルス競技部門・ダブルス競技部門 №１0スタート（ＩＮ）/シングルス競技部門・ダブルス競技部門

1 7:30 PRO 細川 和也 PRO 大橋 義幸 AM-S ⾦⼦ 優⼤ AM-S 中⽥ ⾠悟 1 7:30 PRO 波多江 崇 PRO 奥山 ゆうし AM-S マーク ⾦井 AM-S 第1回大会繰上げ予定

2 7:39 PRO 東家 賢政 PRO 肥田 佳大 AM-S 古田 陽二 AM-S 村上 拓也 2 7:39 PRO 矢部 直弘 PRO 佐久間 秀也 AM-S 濱島 雄太 AM-S 遠藤 直樹

3 7:48 PRO 小川 洋 PRO 田口 康祐 AM-S 小池 敏夫 AM-S 白井 敏夫 3 7:48 PRO 檜⼭ 英⼀郎 PRO 渡部 善一 AM-S 斎藤 太津規 AM-S 第1回大会繰上げ予定

4 7:57 PRO 岡部 大将 PRO 坂本 篤紫 AM-S 天野 貴之 AM-S 河井 泰夫 4 7:57 PRO 伊藤 涼太 PRO 佐藤 将司 AM-S ⻫藤 剛 AM-S 徳山 鉉二

5 8:06 PRO 保田 和貴 PRO 横川 康祐 AM-S 吉成 真人 AM-S 冨永 勝 5 8:06 PRO 古川 敦基 PRO 浅田 史樹 AM-S 宗形 啓吾 AM-S 日暮 俊明

6 8:15 PRO 船越 紀之 PRO 遠藤 彰 AM-S 勝田 兵吉 AM-S 染谷 健市 6 8:15 PRO 吉田 悟 PRO 池⽥ ⼒ AM-S 高橋 智範 AM-S 竹花 英文

7 8:24 PRO 伊藤 誠道 PRO 深沢 尚人 AM-S 舟岡 誠 AM-S 久保 昂史 7 8:24 PRO 永野 敦朗 PRO 松⽥ 仙⼀郎 AM-S 山本 功二 AM-S 小代 修平

8 8:42 PRO 角田 博満 PRO 徳元 中 AM-S 小野寺 清貴 AM-S 島村 誠 8 8:42 PRO 中島 徹 PRO 小久保 晃一 AM-S 磯 誠一 AM-S 大磯 岳士

9 8:51 PRO 癸生川 喜弘 PRO 櫻井 匡樹 AM-S 堀江 靖⾒ AM-S ⼤塚 次郎 9 8:51 PRO 谷山 優太 PRO 森本 康正 AM-S ⾐笠 洋司 AM-S 宮城 芳宏

10 9:00 PRO 大田和 桂介 PRO ポイントランキング繰上げ AM-S ⻄⼭ ⼤策 AM-S 第1回大会繰上げ予定 10 9:00 PRO 中田 範彦 PRO 猿田 勝大 AM-S 湯澤 史典 AM-S 池上典成

11 9:09 AM-D 水上 貴夫 AM-D 肥野 ⻯也 AM-D 児山 和弘 AM-D 小倉 勇人 11 9:09 AM-D 福田 大介 AM-D ⼩林 清 AM-D 沼田 啓助 AM-D ⻄川 正樹

12 9:18 AM-D 久保田 暁之 AM-D 久保田 有希子 AM-D 市川 毅 AM-D 岡田 貴弘 12 9:18 AM-D ⾼梨 祥明 AM-D 中谷 要介 AM-D 柿本 英一 AM-D 近藤 幸

13 9:27 AM-D 勝又 正浩 AM-D ⻘⽊ 克益 AM-D 深津 圭児 AM-D 福⻄ 哲也 13 9:27 AM-D ⿅⼜ 芳典 AM-D 栗原 ⼀郎 AM-D 塩口 安男 AM-D 山本 専

14 9:36 AM-D 霜鳥 光則 AM-D 片岡 洋介 AM-D 福岡 誠 AM-D 角田 孝幸 14 9:36 AM-D 川田 和博 AM-D 野村 昌宏 AM-D 加藤 ⼒也 AM-D 加藤 利佳

15 9:45 AM-D 大石 優 AM-D 横川 弘武 AM-D 角 謙二 AM-D ⼩坂 徳郎 15 9:45 AM-D 第1回大会繰上げ予定 AM-D 第1回大会繰上げ予定 AM-D 鈴⽊ 有吾 AM-D ⻫藤 公義

※シングルス競技部門：１８ホールズストロークプレー

※ダブルス競技部門：スクランブル方式による１８ホールズストロークプレー

※この組合せは⽋場者があった場合、変更することがあります。組合せの変更に備え選⼿各位時間に余裕をもってご来場下さい。

※⼤会当⽇、スロープレーヤーにはペナルティーを科すことがあります。プレーの進⾏に⼗分注意して下さい。

※スタートの10分前までにティーインググラウンドへ集合して下さい。

※マナー及び服装の乱れ、態度の悪い⽅、開催コースに迷惑をかけるなどの⾏為をした選⼿に関しましては、今後の出場を⼀切お断りさせていただきます。

2015年10⽉23⽇現在

　２０１５ ＰＲＧＲ ＲＳ Ｃｕｐ 決勝大会 組み合わせ表　
                  　　大洗ゴルフ倶楽部

　　　　　　　　開催日：

PLAYER PLAYERPLAYER TIME PLAYER PLAYERTIME PLAYER PLAYER PLAYER


