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主催：マルマン株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田１－８－１３
ＮＲＥＧ秋葉原ビル４階

1. 大会名称
マルマン チャレンジカップ

2015

2. 開催コース
新・西山荘カントリー倶楽部
〒313-0002
茨城県常陸太田市下大門町明ヶ谷津 1063
TEL：0294-70-1234

男子レギュラープロ、中学生以上の男子アマ
6,929 ヤード Par71
男子シニアプロ、アマ（５０歳以上）
6,492 ヤード Par71
女子レギュラープロ、女子アマ（小学生を含む）
、小学生男子アマ
6,074 ヤード Par71

※本選のみ、№１ホールを Par4 とし、Par71 とする。
アマチュア予選では、通常営業時と同様 №１ホールを Par5 とし、
Par72 とする。

3. 開催期日
第１回 アマチュア予選 2016 年 7 月 28 日（木）
第２回 アマチュア予選 2016 年 8 月 28 日（日）
第３回 アマチュア予選 2016 年 9 月 7 日（水）
本選 2016 年 10 月 13 日（木） １日競技
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大会概要
1.主催
マルマン株式会社

2.協力
新・西山荘カントリー倶楽部

株式会社アミュレット

3. 開催期日
第１回 アマチュア予選 2016 年 7 月 28 日（木）
第２回 アマチュア予選 2016 年 8 月 28 日（日）
第３回 アマチュア予選 2016 年 9 月 7 日（水）
本選 2016 年 10 月 13 日（木） １日競技

4. 賞金金額
3,640,000 円

5. 優勝賞金
1,000,000 円

6.アマチュア予選
男女問わず、各日 7 名まで本選進出。学生は 7、8 月大会への出場を推奨します。
7 位タイの場合は、18 番ホールからのカウントバックにより 7 名まで選出する。
アマチュア予選は、３回とも出場可能とする。

7.特別賞（本選）
ベストアマチュア賞（新・西山荘ＣＣプレイ券５ラウンド分、
もしくは、オリジナルゴルフクラブ製作）
ホールインワン賞（17 番ホール指定・１０万円）

8.アマチュア予選賞
各日予選、1～3 位までに、ドライバーモニター貸与。
4 位から 7 位タイまでにマルマンボール１ダースモニター提供。
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競技規定
1. プレーの条件
18 ホール・ストロークプレー、男女・シニア・プロ・アマ混合スクラッチ競技。雨天決行。
荒天時の中止判断は、当日朝に競技委員会で決定します。中止となった場合の予備日は設
定致しません。
2. 日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び本大会競技規則並びに開催コースローカルルールを適用し
ます。ローカルルールは別途掲載、当日掲示します。参加資格


男女プロゴルファー、および男女研修生。



ハンデキャップ 14 以内（プライベート、オフィシャル問わず）レベルの、マーカー
式競技ゴルフが出来る男女アマチュアゴルファー。



小学４年生以上大学生までの、ハンデキャップ 14 以内レベルの、マーカー式競技ゴ
ルフが出来る男女学生ゴルファー。



シニアの定義、50 歳以上。（プロ、アマ問わず）

3. 定員
プロ 123 名、アマチュア 21 名予定。
（計 144 名 推薦枠含む）
4. 参加申し込み期間
第１回アマチュア予選 → 2016 年 7 月 20 日（水）8：00 入金完了分まで。
第２回アマチュア予選 → 2016 年 8 月 19 日（金）8：00 入金完了分まで。
第３回アマチュア予選 → 2016 年 8 月 31 日（水）8：00 入金完了分まで。
本選 → 2016 年 10 月 7 日（金）23：00 入金完了分まで。
※申し込みは先着順とし、締め切り前に規定人数に達した場合、
以後の受付は、キャンセル待ちと致します。キャンセルの繰り上げは随時、事務局
より連絡を致します。
5. 参加申し込み方法
大会ホームページにて参加申し込みを受け付けます。
URL：http://marumancup.com
※パソコン、スマートフォン対応。
フューチャーフォンには対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
6. 参加費 → 事前入金（お振込み）のみとなります。
＜本選＞ 男女プロ／研修生： 22,000 円
アマチュア予選通過者： 10,000 円
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＜アマチュア予選＞ 男女アマチュア（学生以外）
： 8,000 円、
男女アマチュア（学 生） ： 5,000 円、
※予選を３日間参加する場合は、３回分のお支払となります。
※プレー費は、当日、ゴルフ場にてお支払い下さい。
7. 参加費のご入金に関して
・ 事前お振込みのみとなります。
【振込先】 みずほ銀行

兜町支店

普通口座：１７８７６８５

口座名義人：マルマン株式会社

※ 振込手数料はお客様のご負担となります。
お振込み名義人は、エントリー者の氏名でお振込み下さい。
※ 『エントリーの仮受付』メール受信より、５日（銀行営業日）以内にご入金をお
願いします。
※ ご入金の確認をもって、『正式エントリー完了』のメールを配信します。
※ ご入金期日を過ぎても入金確認ができない場合、自動的にキャンセルとなります
ので、あらかじめご了承ください。
※ 万が一、期日以内にお振込み頂けない場合は、事務局までご連絡ください。
期日までに参加費のご入金がない場合は、自動的にキャンセルとなります。
※ 募集期間内で定員に満たない場合は、再エントリーも可能です。
※ 参加費の当日払いは受け付けておりません。
※ 予選通過者は、予選日より 10 日（銀行営業日）以内にご入金をお願いします。
※申し込み多数の場合、入金確認順とさせて頂きます。
8. キャンセル
・出場をキャンセルされる方は、マルマン チャレンジカップ事務局までご連絡
ください。 （予選・本選とも大会前日 12：00 まで受付。
）
電話：03-3526-9988（平日 9：00～18：00）
Email: challenge-cup@maruman.co.jp
※出場のキャンセルは承りますが、参加費の返金はいたしかねますので、あらかじめ
ご了承ください。
※本大会は、主催者の諸事情により、事前の告知なく開催内容が変更となる場合も
ございます。また、天候等により中止となった場合、もしくは競技不成立の場合は、
参加費を返金いたします。
9. 順位とタイの決定
アマチュア予選・本選とも男・女・シニア分けせず、混合で順位を決定します。
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≪アマチュア予選≫
各日予選会の上位 7 位まで本選進出。7 位タイの場合は、18 番ホールからのカウントバッ
クで 7 名とする。３回の予選会を合わせ、計 21 名とする。
≪本選≫
(1) 第 1 位にタイスコアが生じた場合、競技委員の指定するホールにてサドンデス方式の
プレーオフを行い、第１位１名を決定します。プレーオフが日没等で続行不可能な場
合、賞金を等分します。
(2) 第 2 位以下すべての順位でタイスコアの場合、カウントバックは行わず、賞金を等分
します。
10. 荒天、日没、不可抗力等による競技中断、中止となった場合
全選手９ホール終了で競技成立とします。その場合、賞金を OUT, IN で２等分し、
それぞれ１位を決定します。第一位含む全ての順位でタイスコアの場合、
カウントバックは行わず、賞金を等分します。
※中止の決定は、よほどの事情が無い限り、前日ではなく試合当日の早朝に行います。
中止の情報は、当日早朝に HP に掲載いたしますので、必ず HP をご確認下さい。
中止となった場合の予備日は設定致しません。
11. 賞典
優勝：賞金 100 万円
以下、別紙参照
※ 本選当日、目録をお渡しします。
賞金対象者の方には、当日、お振込み用紙にご記入を頂きますので、
指定銀行、口座番号等をご用意ください。
お振込みの際は、源泉税 10.21%を差し引いての金額となります。（個人の場合）
※お振込みは 2016 年 10 月 18 日（火）までに行います。
※ 参加人数によって、賞金額が変更になる場合があります。
HP 新着でご確認下さい。
12. 表彰式
優勝者、ベストアマ、特別賞入賞者を対象にクラブハウス内レストランで実施。
13. プレー費 → 当日、ゴルフ場フロントにてお支払いください。
アマチュア予選特別料金（学生以外）
：6,000 円 （学生）
：5,000 円
（消費税込、昼食付き、ドリンク代別、キャディー無し）
本選特別料金：6,000 円
（消費税込、軽食付き、ドリンク代別、キャディー無し）
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※本選は、スループレーにて、ラウンド後、ビュッフェ形式の軽食をご用意。
アマチュア予選は、ハーフターンにて昼食付ラウンドとなります。
14. 練習ラウンド（指定日は本選のみ、指定日以外は別途受け付け可能。
）
指定練習日は本選大会前日になります。
（10 月 12 日（水）
）
◎指定日練習ラウンド 特別プレー料金
キャディー無し：5,000 円（消費税・昼食代込み）
※3 サム以上の組み合わせになります。
◆指定日以外、アマチュア予選前の練習ラウンドをご希望の方
◎指定日以外の練習ラウンド料金（セルフプレーのみ）
平

日：5,000 円（消費税・昼食代込み）

※練習ラウンドに関しては全て、「マルマンチャレンジカップ参加」の旨、直接ゴルフ場
までお申し込み下さい。ジュニアゴルファー（18 歳以下の学生）と 70 歳以上の方は、ゴ
ルフ利用税が免税されますので、学生証、身分証明書をフロントに提出し、申請をお願い
いたします。詳細なお問合せに関しては、直接ゴルフ場にお願いいたします。
15. 使用ティー(本選:PAR71)
◎１番ホール（通常営業時、PAR5）を PAR4 の設定とし、トータル PAR71 とします。
1） 男子レギュラープロ、中学生以上の男子アマ
フルバックティ：6,929 ヤード（OUT 3,427Y

IN 3,502Y）

2）男子シニアプロ、アマ（５０歳以上）
バックティ：6,492 ヤード（OUT 3,215Y IN 3,277Y）
3）女子レギュラープロ、女子アマ（小学生を含む）
、小学生男子アマ
レギュラーティ：6,074 ヤード（OUT 2,964Y IN 3,110Y）
＊ 2H,3H, 4H, 8H, 11H, 12H,17H のレギュラーティは、
2）男子シニア、プロ、アマと同じティーを使用。
16. 組み合わせ
各開催日の１週間前に大会ホームページ上で発表します。
なお、組み合わせは一部、男女混合となります。
URL：http://marumancup.com
17. ウェイティング
10 月 12 日（水）13：00～13 日（木）7：00 までに、新・西山荘 CC 内の大会事務局、もし
くはゴルフ場フロントにて受付をします。受付順番によって順位付けするが、本選当日 7
時にウェイティングゾーン（参加者大会受付付近）にいることを条件とする。
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18. その他
(1) 適用ゴルフ規則
日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び本大会競技規則並びに開催コースローカルルールを
適用します。
(2) 使用球の規格
R&A 発行の最新の公認球リストに載っているものでなければなりません。
(3) 使用クラブの規格
競技者が持ち運ぶドライバーは R&A 発行の最新の適合ドライバーヘッドリストに載
っているクラブヘッドを持つものでなければなりません。
例外:1999 年より前に製造されたクラブヘッドを持つドライバーはこの条件から免
除されます。「最新の適合ドライバーヘッドリスト」とは競技の条件で別途規定され
ていない限り、競技が開催される前週の火曜日に R&A のホームページ上に掲載され
ているリストとします。
(4) クラブフェースの溝に関する新しい規則
現状の普及状況などを考慮し、今回は適用いたしません。
(5) ワンボール条件
ワンボール条件は本競技会では適用いたしません。プレーヤーが使用する球は最新の
公認球リストに掲載されている球であれば、正規のラウンド中、違うブランドや違う
モデルの球への取り替えは OK とします。
(6) 競技者はプレーを終えたばかりのホールのグリーン上やその近くで練習ストローク
をしてはならない。これに違反して練習ストロークをした場合、競技者は次のホール
で 2 罰打を加えなければならない。ただし、そのラウンドの最終ホールのときは、競
技者はそのホールで罰を受ける。また、ハーフターン待ち時間の「指定練習グリーン」
におけるパッティング練習は認める。ハーフターン時の打撃練習場及びアプローチ練
習場の使用は不可。
(7) 距離計測機
レーザー測定機、携帯ナビなどの距離測定器類の使用が可能。（高低差付も可）
(8) キャディー
すべてキャディー無しのプレーとなります。
(9) ハーフターン
ハーフターン時の練習グリーンでのパター練習は認めます。
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(10) ギャラリー
入場無料、ギャラリー受付を設置、入場可能エリア限定。
１Ｈ，６Ｈ、１０Ｈ、１５Ｈ ティーグランド周辺
９Ｈ、５Ｈ、１４Ｈ、１８Ｈ グリーン周辺
(11) 目土袋
プレー中は極力目土袋を携行し、ディボット跡の修繕に努めて下さい。
(12) 携帯電話
緊急時の連絡を要する場合を想定し、プレー中の携帯電話の携行を許可しますが、必
ず電源を切っておくか、マナーモードに設定をお願いします。
(13) 帽子の着用・体調管理
防寒・危険防止のため、帽子の着用を推奨します。また防寒対策や脱水症状等の防止・
夏季での体力回復のため、飲み物類を携行することを推奨します。
(14) 競技終了
競技委員会の成績発表がなされた時点をもって競技終了したものとみなします。
(15) 個人情報に関する同意内容
参加希望者は、参加申込に際し、マルマンが取得する参加申込者の個人情報を次の
目的の範囲内で他に提供(公表)することについて、予め同意することとする。
・競技の参加資格の審査
・競技の開催および運営に関する業務。組合わせ表等、競技関係者(報道関係者を含
む)に対する参加選手紹介情報ならびに競技結果の公表。
・参加申込者の個人情報と競技結果の記録の保存。
(16) 肖像権に関する同意内容
参加希望者は、参加申込に際し、マルマン主催競技の中継・再映・報道・広報のため、
あるいはマルマンの活動目的で利用する（各スポーツアマチュア規定に反しない範囲
内）ために、写真・テレビ・映画・ラジオ・その他の各種記録媒体による収録物、複
製物あるいは編集物にかかる競技者の肖像権をマルマンに譲渡することを、予め承諾
する。
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