
ＰＲＧＲ ＲＳ ＣＵＰへご出場をいただき、誠にありがとうございます。
第４回予選大会ご出場にあたり、会場となります大利根カントリークラブのウェアリングマナーより下記の内容を
確認の上ご参加いただけますよう、選手のみなさまのご理解とご協力のほど、何卒、よろしくお願い申し上げます。

●ご来場時の服装
・ゴルフ場クラブハウスにスパイクレスを含むゴルフシューズではご入場できません。
・ゴルフシューズはすべて使用できますが、芝草保護のため外からの雑菌等を持ち込まないためにも必ず
 ロッカーで履き替えてください。
・スニーカー、サンダル類（ミュールを含む）でのご来場はご遠慮ください。
・ハーフパンツでのご来場の場合はハイソックスを着用ください。ショートソックスではご入場できません。
・ゴルフ場内ではクラブハウス・コース内に関わらずシャツを出したままの着用は禁止です。
・迷彩柄の服でのご来場はご遠慮ください。（プレー時も同様）
・ご来場の際は、ジャケットまたはブレザーを着用してください。ただし、６月１日から９月３０日までは省略できます。
・ブルゾン、ジャンパー、シャツ型ジャケットでのご来場はご遠慮ください。
・ジーンズ、カーゴパンツ、トレーナー類およびＴシャツでのご来場はご遠慮ください。（プレー時も同様）
・ジャケットの下にＴシャツ着用でのご来場はご遠慮ください。

●プレー時の服装
・ニッカポッカおよびハーフパンツの場合はハイソックスを着用してください。（男性）
・スカート、パンツ、キュロットスカートまたは膝までのパンツを着用してください。また、シャツの裾はデザイン的に
 外に出すようなものはパンツに入れないで結構です。（女性）
・シャツは襟付きまたはタートルネック、ハイネック（襟高４CM以上）を着用してください。（男女とも）
・長袖アンダーウエア等（含むハイテク素材）を着用する場合は、襟付きのウエアを重ね着してください。
・アンダーウエアのみの着用はお断りします。（男女とも）
・ミニスカートにスパッツや極端に短いスカート、タンクトップ、キャミソール類の着用はお断りします。（女性）

●その他
・タオルは肩に掛けたり、腰に下げたりしないでください。
・ご来場時、プレー時はウエアの色使いも配慮いただき、周囲に違和感、不快感を与えぬようゴルフに
 相応しい服装に心掛けてください。

●携帯電話
・コース内での携帯電話のご使用はご遠慮ください。（予め決められた場所でご使用ください）

●喫煙
・予め決められた場所以外の喫煙は禁止致します。

マナーを守り、上位を目指しがんばってください。
みなさまのご健闘を心より祈念しております。

株式会社プロギア
ＰＲＧＲ ＲＳ ＣＵＰ大会実行委員会

２０１８ ＰＲＧＲ ＲＳ ＣＵＰ第４回予選大会ご出場の皆様へ



大 会 名
主     催 ㈱プロギア
協     力 大利根カントリークラブ
特別協賛 日本シャフト㈱、藤倉ゴム工業㈱、三菱ケミカル㈱
運     営 ㈱プロギア、㈱ゴルフダイジェスト・オンライン、㈱スポーツハウス
開 催 日

大利根カントリークラブ西コース
〒306-0633　茨城県坂東市下出島10   TEL：0297-35-1344（代）

競技規則に変更もしくは追加がある時は競技委員会からその旨スタート前に告知する。
・シングルス競技部門
2018年日本ゴルフ協会ゴルフ規則およびPRGR RS CUP特別ルールを適用する。
付属規則I（Ｃ）競技の条件　１．使用クラブおよび使用球の仕様
a.適合ドライバーヘッドリスト掲載の制限
b．公認球リスト掲載の制限
C.ワンボール条件の採用
・ダブルス競技部門
PRGR RS CUPオリジナル規則および下記の競技の条件を適用する。
1.使用クラブ：「SLEルール適合外品（高反発クラブ）」「2010年新しい溝の規則に適合外品」

    を使用することができる。
2.使用ボール：「公認球リスト」「ワンボール条件」は採用しない。
3.その他の規則は2018年日本ゴルフ協会ゴルフ規則に順じて運用する。

※当該大会は距離計測器の使用が可能です。
   距離計測機器の使用を認める。（規則14-3）プレーヤーは距離のみを計測する機器を使用することができる。
   しかし、他の条件(例えば、標高変化、風速など)を計測するために距離計測機器を使用した場合、
   プレーヤーは規則14-3の違反となり、2打の罰。
   その後、さらに同じ違反（複数回違反）があった場合は、競技失格となる。
※距離計測器が他の条件(例えば、傾斜、風速、気温)を計測できる機能を持っている場合、
   その機能をOFF（使用できない状態）にして使用すること。
※距離計測機器を使用するためにプレーを不当に遅延させてはならない。
※その他の競技規則はPRGRウェブサイトでご確認ください。 http://www.prgr-golf.com/rs_cup/rule/

Par72　男子：6,877yard/ブラックTEE（予定）　　
※アマチュア、プロ共通　

Par72　男子：6,186yard/ブルーTEE（予定）　女子：5,563yard/グリーンTEE（予定）　
※タイの決定方法

使用グリーン

※当予選大会においてはハーフターンでキャディが変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※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。
※荒天などいかなる理由におきましてもプレーフィーの返金はございませんので、予めご了承ください。

2018 PRGR RS CUP　第４回予選大会　大会実施要項
2018 PRGR RS CUP　第4回予選大会

2018年9月28日(金)

   大会不成立等は大会事務局で協議の上、決定する。

PRGR RS CUPは2018年日本ゴルフ協会ゴルフ規則およびオリジナルルールを適用する。

【シングルス部門】
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。

19,190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

※利用税について：18歳未満且つ70歳以上1,200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。

ベント（ホワイトフラッグ・グリーン/予定）
キャディ付き乗用カートプレー　　※ハーフターン時に昼食休憩があります。

競技規則

会     場

競技方法

プレースタイル

プレーフィー

   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。

★ご注意：お車でのご来場の際、ゴルフ場周辺が大変渋滞する箇所がございます。 
東京方面より常磐自動車道をご使用になられる際は谷和原インターで降りられることをお勧めします。 
詳しくはゴルフ場のアクセスページでご確認ください。 

TOPスタート８：００（予定） 

http://www.prgr-golf.com/rs_cup/rule/


【アマチュア】

  また、今大会でシングルス部門の上位10名とダブルス部門の
  各クラス（A,Bごと)の上位20％のペア（四捨五入）は10月30日（火）に開催される
　決勝大会（於　ザ・ロイヤル ゴルフクラブ）への出場権が得られます。
  今大会は当日の表彰式はございません。
  ラウンド終了後は、PRGR製品の試打会を開催いたします。
【プロ/研修生】
・賞金総額：1,800,000円　優勝：400,000円（以下、20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。
・当該大会のポイントランキングを順位に応じて配分致します。

【その他】
  今大会は当日の表彰式はございません。
  ラウンド終了後は、シャフトメーカーが参加するPRGR製品の試打会を予定しております。（～16：00まで）
  参加メーカー（予定）：

※練習場は奥に管理棟が隣接するため、２５０yard以下を打てるクラブでお願い致します。
レストラン
交通情報

ゴルフ場内ではクラブハウス・コース内に関わらずシャツを出したままの着用は禁止です。

・コース内での携帯電話のご使用はご遠慮ください。（予め決められた場所でご使用ください）

・スタート時間の10分前までにティーインググラウンドに集合してください。 

 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。
 №1、10ティー付近のみと致しますが、選手のプレーに支障がないよう、
 十分ご注意ください。（№9,18グリーン付近は不可）

競技の中止

大利根カントリークラブTEL：0297-35-1344（代）までご連絡ください。

※練習球はゴルフ場よりお一人様１箱（24球）を無料にてご提供致します。練習場受付のサインでご使用になれます。

・上位者賞（アマチュア1～３位）：PRGR製品を授与致します。

※第1回～第4回予選大会のポイントランキング合計の上位40名が10月30日（火）の決勝大会

        １位（ローエストアマ）：フェアウェイウッド
        ２位（セカンドアマ）  ：キャディバッグ
        ３位（サードアマ）    ：パター

※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/7：00　

　（於　ザ・ロイヤル ゴルフクラブ）に出場できます。

・参加賞：参加者全員にPRGR製品を授与致します。

・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。

・当日は余裕を持ってご来場ください。

・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。

・ルールについて疑問がある場合は必ず競技委員長に確認してください。

ゴルフ場オープン/7：00
ゴルフ場受付/7：00
大会受付/7：00

（ご注意）ハーフパンツ等は必ずハイソックスを着用してください。ご来場時も同様です。

ご来場の際は、ブレザーの着用をお願い致します。（6～9月は略装でも構いません）

7：00よりオープン

備     考
欠場の場合は9月26日（水）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。
9月27日（木）以降に欠場・遅刻の場合は

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。

・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
その他注意点

受     付

練 習 場

http://www.ohtone.co.jp/forvisitors/

賞     典

遵守すべき
ドレスコード ※ドレスコードの詳細は大利根カントリークラブのWEBサイト「ご来場の皆様へ」の「ウェアリングマナー」を

必ず参照願います。

クラブバスの運行は通常どおりを予定しております。詳しくはゴルフ場にご確認ください。

スパイクレスを含むゴルフシューズでのご来場は出来ません。

http://www.ohtone.co.jp/forvisitors/


2018年9月28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 8:00 PRO 松井 弘樹 PRO 芦川 正敏 AM-S 蓑毛 保夫 AM-S 志賀 裕幸 1 8:00 PRO 鈴木 貴也 PRO 村上 哲弥 AM-S 井上 悟志 AM-S

2 8:08 PRO 西田 幸一 PRO 高橋 慧 AM-S 浦谷 明 AM-S 久古谷 卓治 2 8:08 PRO 小野 貴樹 PRO 矢部 直弘 PRO 斉藤 史朗 AM-S 石井 豊

3 8:16 PRO 岡部 大将 PRO 山本 太郎 AM-S 阪本 明大 AM-S 梅澤 拓望 3 8:16 PRO 吉田 真典 PRO 吉村 明恭 AM-S 渡辺 照男 AM-S 福室 守

4 8:24 PRO 金子 敬一 PRO 太田 直己 AM-S 水上 享 AM-S ハ峠 悟 4 8:24 PRO 鈴木 勝文 PRO 猪川 頌生 AM-S 三ヶ島 竜 AM-S

5 8:32 PRO 勝又 崇之 PRO 植竹 利明 AM-S 田代 邦彦 AM-S 古賀 大介 5 8:32 PRO 大野 由真 PRO 鶴見 大樹 AM-S 細野 孝之 AM-S 三田寺 浩一

6 8:40 PRO 猿田 勝大 PRO 浅田 史樹 AM-S 掛川 真弥 AM-S 山田 修 6 8:40 PRO 檜山 英一郎 PRO 樫本 剛平 AM-S 久保田 亘 AM-S

7 8:56 PRO 齊藤 陸 PRO 糸永 達司 AM-S 熊谷 隆 AM-S 宮島 英和 7 8:56 PRO 栗原 一浩 PRO 松田 一将 AM-S 原 宏彰 AM-S 和田 樹

8 9:04 PRO 大田和 桂介 PRO 岩崎 桂介 AM-S 塩野 昌也 AM-S 8 9:04 PRO 薄 大勝 PRO 佐治 統基 AM-S 黒岩 範夫 AM-S

9 9:12 PRO 松岡 啓 PRO 市川 雄三 AM-S 永井 聡 AM-S 武野 孝太郎 9 9:12 PRO 波多江 崇 PRO 佐野 竜盛 AM-S 川瀬 誠 AM-S 浜島 雄太

10 9:20 PRO 森 博貴 PRO 岩男　健一 AM-S 松本 雄介 AM-S 斉藤 剛 10 9:20 PRO 吉田 淳二 PRO 増田 将光 AM-S 山田 武史 AM-S 西川 正樹

11 9:28 PRO 金田 直之 PRO 佐久間 秀也 AM-S 菱沼 光一 AM-S 川井 啓志 11 9:28 PRO 佐藤 圭介 PRO 平石 健太 AM-S 大島 孝之 AM-S 小原沢 浩

12 9:36 PRO 須貸 嘉以 PRO 横川 康祐 AM-S 高橋 良明 AM-S 市原 澄彦 12 9:36 PRO 篠 優希 PRO 川上 優大 AM-S 大場 優 AM-S 林 祐次

13 9:44 AM-D 館山 翔一 AM-D 菅野 義浩 AM-D 西原 明 AM-D 稲葉 孝太郎 13 9:44 PRO 墳崎 啓輔 PRO 大塚 智之 AM-S 武田 大輔 AM-S

14 10:00 AM-D 岡田 聡 AM-D 石川 尚 AM-D 横山 功 AM-D 中嶋 克也 14 10:08 AM-D 大塚 薫 AM-D 鈴木 泰二郎 AM-D 千葉　誠 AM-D 石川　智一

15 10:08 AM-D 山崎 章夫 AM-D 山崎 由美子 AM-D 平賀 敬 AM-D 松宮 朝美 15 10:16 AM-D 長尾 正太郎 AM-D 永倉 武始 AM-D 村山 一輝 AM-D 大島 巧

16 10:16 AM-D 永野 章男 AM-D 森 貞人 AM-D 舘 英樹 AM-D 中野 正義 16 10:24 AM-D 飯島 智史 AM-D 草薙　礼 AM-D 石井 考輔 AM-D 井沢 美幸

17 10:24 AM-D 児山 和弘 AM-D 今泉 祐二 AM-D 花島 伸幸 AM-D 寺田 康雄 17 10:40 AM-D 柴田 孝仁 AM-D 塩澤 道子 AM-D 谷島 稔 AM-D 苔縄 雅恵

18 10:32 AM-D 吉田 忠 AM-D 磯村 さおり AM-D 中村 勤 AM-D 井坂 昌文

★ご来場時およびプレー時の服装や靴につきましてはゴルフ場のウェアリングマナーを守りご参加をお願い致します。詳しくは別紙の大会実施要項『ウェアリングマナー』でご確認ください。

★ご来場に関し、ゴルフ場周辺は渋滞が見込まれます。常磐道をご利用される方は、谷和原インターチェンジをご利用されることをお勧めします。
※シングルス競技部門：１８ホールズストロークプレー ※プレーの進行にご協力ください。
※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 ※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。
※この組合せは急遽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。 ※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く場合があります。

PLAYER PLAYER PLAYER PLAYER PLAYER PLAYER

2018年9月28日現在

　２０１8 ＰＲＧＲ ＲＳ Ｃｕｐ 第４回予選大会 組み合わせ表　
大利根カントリークラブ（西コース）

　　　　　　　　開催日：

PLAYER PLAYERTIME TIME
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