
 
【岡山じわっと緑化プロジェクト】

環境問題に関心が高まる中、大会を通じてわず
かながらでも緑を増やす植樹の取り組みを進めます。
決勝大会の参加賞として各チームに苗木をお渡しします。
苗木は会社の敷地などに植樹をし、植樹の様子は山陽新聞社
事業本部に報告していただき、山陽新聞社の企業対抗ゴルフの
ホームページ等で紹介します。苗木を植える場所がないなどで
植樹ができない場合は事務局へご相談ください。
各大会では、ショートホールでワンオンチャレンジを実施。
ワンオンしなかった人にはチャリティーを募ります。参加費
の一部を合わせ、集まった浄財は、公益財団法人岡山県
緑化推進協会の「緑の募金」へ寄付いたします。
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【主　　催】　山陽新聞社　　　　　 【共　　催】　岡山県ゴルフ協会、TSCテレビせとうち　　　　　 【特別協賛】　プロツアー・スポーツ
【協　　賛】　キャロウェイゴルフ、タイトリスト、ダンロップスポーツ、テーラーメイドゴルフ、デサント、Ｄ＆Ｋ、プロギア、ブリヂストンスポーツ、マルマン、
　　　　　　ヨネックス、第一生命岡山支社、大塚製薬工場、かんてんぱぱ
【後　　援】　岡山県、岡山商工会議所、ＲＳＫ山陽放送、ＯＨＫ岡山放送、ＦＭ岡山、レディオモモ
【特別協力】　oniビジョン　　　　　【協　　力】　岡山県緑化推進協会、岡山県ゴルフクラブ連盟

参加費  予選会エントリー　 １チーム 26,000円
　　　  決勝大会エントリー １チーム   4,000円
　
練習ラウンド　エントリーから上記の大会特別料金でプレーできます。
　エントリーの際に必ず「企業対抗ゴルフ練習ラウンド」とお伝えください。
　ただし大会と同じ曜日（練習日が大会と違う曜日のときはゴルフ場に確認ください）。
　決勝の練習ラウンドは予選通過チームのみエントリーできます。
　
出場資格　
　◆岡山県内の企業、職域団体、県内にある支社・営業所など事業所の４名
　　１チームでエントリーすること。
　◆チーム全ての選手が同一企業・事業所に現在籍（役員、社員）を有して
　　いること。また社員以外（契約アルバイト等）はその企業に１年以上勤続
　　していること。※やむを得ない場合は３名でのエントリーも認める。
　◆アマチュアゴルファーであること。
　◆予選会は１会場あたり１企業につき２チームまで出場可能とする。ただし
　　選手の重複はできません。
　◆チーム構成に年齢、性別、ハンデキャップ等による制限はしない。
　◆予選会の選手交代は、競技当日の競技開始30分前までに競技委員長
　　に申し出ること。ただし、選手の打順は変更できません。
　◆決勝大会の選手交代は、指定日までは選手の組み替えを認める。ただし、
　　２人までは予選会に出場した選手であること。
　　
申込方法　
　①　まずはチーム名のエントリーをしてください。
　　所定の参加申込書に必要事項を記入の上、下記まで郵送かＦＡＸ送信
　　ください（郵送の場合は必ず控えを保管ください）。
　　事務局確認後、責任者様宛に参加料の請求書を送付いたします。
　　請求書に記載の期日までに指定口座へお振り込みください。　　　　　
　　チームエントリー後、予選会場で社内予選、練習ラウンド等を大会特別
　　料金で開催することができます。早めのチームエントリーをお願いします。
　②　その後、４名の選手名を追記の上、郵送かＦＡＸ送信ください。
　
締　　切　
　①　２０１７年３月２４日（金）までに
　　　「チーム名」をエントリー。
　②　４月２０日（木）までに
　　　「４人の選手名」をエントリーしてください。

申し込み・問い合わせ先　

[事務局]　〒700-8634　岡山市北区柳町2-1-1
　　　　　　　　 山陽新聞社事業本部
　　　　　「岡山県企業対抗ゴルフトーナメント」事務局
　　　　　TEL 086-803-8015　 FAX 086-803-8115
　　　　（受付時間：平日10時～17時30分）

競技方法　
　◆１８ホールストロークプレー。　◆ダブルペリア方式によるチーム戦。
　◆１チーム４名出場。上位３名の合計ネットで順位を競う（タイスコアの場合は４人
　　目のスコアで順位を決定。更にタイスコアの場合は４人目のスコアを１８Ｈからカ
　　ウントバックで決定。4人目がいない場合、4人目がいるチームを上位とする）。
　◆使用ティは、男性がレギュラーティ、６０歳以上男性はフロントティ、女性
　　はレディースティ。
　◆組み合わせは、自チーム２名と他チーム２名とのラウンドとする。
　◆悪天候や日没等で全員が１８Ｈ終了できない場合は、前半９Ｈの成績で
　　順位を決定する場合もある。
　◆予選大会が不成立の時はその参加チーム内で抽選を行い、決勝大会出
　　場チームを決定する。

決勝進出　
　　４０チーム（前年シード３チームと、予選会から比例配分で上位３７チーム）
　　※各予選会より決勝大会への辞退チームが発生した場合、以下繰り上げとする

競技規則
　　日本ゴルフ協会競技規則及び大会競技規則並びに開催コースローカル
　　ルール適用。
　　ノータッチプレー。同一チームのペア競技者との相談、アドバイスは認める。
　　距離計測器を使用することができる

賞　　典　
　◆チーム戦（決勝大会・ネット３人の合計）　優勝～５位　副賞
　◆個人戦（決勝大会・スクラッチ） 　優勝～５位　副賞
　◆業種別表彰（決勝大会・ネット３人の合計）　
　◆予選会にて出場者全員に参加賞を贈呈
　◆決勝大会では出場者全員に参加賞と各チームに苗木1本を贈呈
　◆決勝大会上位３チームは、２０１８年度の予選会を免除、決勝大会からの出
　　場（シード）とする。
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赤坂カントリークラブ
　赤磐市坂辺1366
　 TEL.086－957－2201

岡山北ゴルフ倶楽部
　岡山市北区御津中山361
　 TEL.086－724－1100

岡山ゴルフ倶楽部
　倉敷市中庄2769－2
　 TEL.086－462－2383

山陽ゴルフ倶楽部
　赤磐市平山428
　 TEL.086－954－2211

※予選会場は先着順で受け付けます。3会場計100チーム

日　　程 会　　場 プレー費（税込）

予 選

決 勝

５月13日（土）

５月17日（水）

５月27日（土）

７月１日（土）

  ９，５８５円
（セルフ）

  ５，５４５円
（セルフ）

１０，７００円
（セルフ）

１０，８４５円
（セルフ）

参加
募集中
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  注意事項

参加費（エントリーフィ）の支払後は、
いかなる理由でも返金致しません。
本大会における組合せ、スタート
時間につきましては大会事務局
に一任させていただきます。
大会中に発生した疾病や紛失、
破損、その他の事故等に際し、
主催、協賛、運営、後援、協力等の
各団体は一切責任を負いません。
参加企業の応援・観戦は各コースの
指定位置（1番・10番ティ、９番・18番
グリーン周辺）で可能です。
大会の写真・記録（企業名・氏名等）が新聞、
ホームページ等に掲載されることをご了承ください。



（ふりがな）

貴 社 名

所在地　〒

TEL

チーム代表者名

チーム代表者住所（資料送付先）　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯TEL

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

お　名　前組合ペア

ペア1

ペア 2

部署・役職 性別

男・女

男・女

男・女

男・女

生年月日

「岡山県企業対抗ゴルフトーナメント」事務局（山陽新聞社事業本部）行
FAX 086－803－8115
TEL 086－803－8015
〒700-8634 岡山市北区柳町2-1-1

「第4回岡山県企業対抗ゴルフトーナメント」に申し込みます。

●郵送先・連絡先はどちらにしますか？どちらかにチェック　 □会社　 □チーム代表者

●予選会場の希望は？いずれかにチェック
　　　　□5/13（土）赤坂CC　 □5/17（水）岡山北GC　 □5/27（土）岡山GC

（ふりがな）

3月24日（金）チーム名締切。まずは、今すぐ予選会場をエントリーしてください。

4月20日（木）選手名締切。　以下の項目に記入し、事務局へFAXしてください。


