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2018 年 JBGA チャンピオンシップ東日本大会 
2018 最終戦！高尾を望む多摩丘陵で有終の美を飾ろう！東日本大会！ 

（ＪＢＧＡ公認競技 全国大会） 
 

2018 年 JBGA 第三戦は東京です。 

相武カントリー倶楽部は、55 年の歴史を誇るメンバーシップコース。都市近郊にありなが

ら壮大な自然を有する名門ゴルフ場です。 

高尾山を望む素晴らしいコースで、JBGA の仲間達と共に、今年最後の JBGA 全国大会を

精一杯 戦ってみてはいかがでしょうか。皆様のご参加をお待ちしております。 

JBGA 会員であればどちらにお住まいの方でもご参加できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 日  時  １２月１０日（月） AM 9：24 スタート 

        スコアラーミーティングはＡＭ ８：２５より始まります。 

        記念撮影、及び全体ミーティングはＡＭ ８：５５より始まります。 

■ 場  所  相
そう

武
ぶ

カントリー倶楽部 

        〒193-0935  東京都八王子市大船町 620 

TEL 042-771-8211 FAX 042-774-8008 

アクセス 
≪お車をご利用の場合≫ 
神奈川・山梨方面より、圏央道・高尾山 IC 下車。 

東京方面より、中央自動車道・八王子 IC（第 1 出口）下車。 

横浜方面より、東名高速・横浜町田 IC 下車。 

 

≪電車をご利用の場合≫ 所要時間は乗り継ぎのタイミング等によって多少変わります。 
・東京～（JR 中央線）～高尾～（京王高尾線）～めじろ台駅： 約１時間３０分 
・東京～（JR 中央線）～八王子～（JR 横浜線）～八王子みなみ野駅： 約１時間１５分 
・新横浜～（JR 横浜線）～八王子みなみ野駅： 約 45 分 

  《クラブバス》 
・京王高尾線 めじろ台駅より、クラブバスで約１０分 

・JR 横浜線 八王子みなみ野駅より、クラブバスで約 6 分 

 ※クラブバスの予約・お問い合わせはゴルフ場へ直接お電話して下さい。 

※JBGA 送迎バスについては３ページの記載を御覧下さい。 

今年 5月に開催された JBGA 西日本大会（神戸パインウッズＧＣ）に参加されたブラインドゴルファーとボランティアの皆さん 
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■ 申込み締切  １１月２０日（火） ボランティアは定員まで受付けます。 

※ 申込書に必要事項をご記入の上、締切日までに FAX でお申込み下さい。 

※ 事務局がガイドをご紹介した場合、プレーヤーは必ずガイドの方と連絡を

取り合って下さい。 

■ 参加資格  JBGA または協力団体の会員 

■ 入賞資格 ＪＢＧＡが認めるハンディキャップを有する者。 

■ 費 用   【ブラインドゴルファー】 

       12,980 円（セルフ、昼食付き、免税） 

              ※障害者手帳は必ずお持ち下さい。 

■ スケジュール （当日の状況により変更になる場合があります） 
 

８：００  受付開始 
８：２５  スコアラーミーティング開始  
８：５５  記念撮影・全体ミーティング 
９：２４  第１組スタート  

１６：５０  表彰式開始 
１７：２０  終了・解散 

 

■ ガイドの交通費・宿泊費の援助について 

・ ブラインド選手が JBGA 会員である場合、所定の規定に従い、ガイドの方の交通費と宿泊費

を協会が援助させて頂きます（詳しくは交通費事前申請用紙の裏面をご覧ください）。 

・ 交通費については事前申請となります（交通費事前申請用紙に記載の上、必ず事前にＦＡＸして下

さい）。 

・ 詳しくはＪＢＧＡ事務局までお問い合わせ下さい。 

 

■ 競技方式 ＪＢＧＡ「ブラインドゴルフ競技規定」に準拠し、レギュラーリーグは 18 ホー

ル・ストローク競技（打数上限無し）、チャレンジリーグは 18 ホール・ステー

ブルフォード競技(ポイント制のストロークプレー)で行います。 
 

■ 今大会に適用するハンディキャップ  

２０１8 年 11 月末時点でのハンディキャップ。 
※ご自分のハンディキャップや計算方法などご不明な点がございましたら、JBGA 事務局までお問い合

わせください。 

■ 宿 泊 

東横 INN 京王線橋本駅北口 
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 3-2-8 

TEL042-770-1045 FAX042-770-1047 

ルームチャージ 

 シングル ￥6,000／室    ツイン  ￥8,200／室 

・宿泊についてはＪＢＧＡ事務局指定施設（東横 INN 京王線橋本駅北口）の利用を原則としてい

ます。 

・禁煙／喫煙、ツイン／シングルについては、確保できるお部屋の数によって、ご希望に添えない

場合もございます。予めご了承下さい。 

・チェックインは、16:00 からできます。 

・朝食は、6：30 からパンとコーヒーを召し上がることができます。 
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アクセス 

※所要時間は乗り継ぎのタイミング等 

によって変わります。 

 

・東京～（JR 中央線）～ 新宿 ～ 

（京王相模原線）～橋本：約１時間 

 

・東京～（JR 中央線）～ 八王子 ～ 

（ＪＲ横浜線）～橋本：約１時間１５分 

 

・新横浜～（ＪＲ横浜線）～橋本 

：  約 40 分 

 

JR 横浜線・相模線橋本駅から徒歩 5 分 
京王相模原線橋本駅から徒歩 5 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＢＧＡ送迎バス 12 月 10 日（月） 

 

東横 INN 京王線橋本駅北口 7：50 発 → 相武 CC 8：10 着  

※東横 INN 京王線橋本駅北口から相武 CC まで、約 20 分です。 

※送迎バス乗車を希望される方は、申込用紙の該当欄に記入してください。 

※表彰式終了後、ゴルフ場から JR 中央線:高尾駅までの送迎もあります。 

 

〈 ご参加の皆様へ 〉 

※ コース内ではいかなる時も安全第一でプレーを進めて頂きます様お願い致します。 

※ この大会は、ＩＢＧＡ公式ハンディキャップ算出認定試合となります。スタート時に提出用

スコアカードをお渡し致します。 

※ Ｂ１クラスの選手には競技中アイマスクを着用していただきます。 

※ ＪＧＡ（財団法人日本ゴルフ協会）規定に則ってノータッチプレーを実施しています。『６

インチプレース』、『ＯＫパット』、『ロストボールの場合見失った付近から 2 打罰でプレー』

などの申し合わせルールは適用致しません。 

※ 大会風景などの写真や大会の成績などを、当会の会報およびホームページ等で公開すること

がありますのであらかじめご了承下さい。 

※ 本大会はコース貸し切りではありません。円滑な大会運営にご協力をお願い致します。 
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スコアラー ボランティアの募集 

 ＪＢＧＡ主催競技では各組にスコアラーが同行し、より高いレベルの競技運営をめざ

しております。本大会でもスコアラーボランティアを募集しております。 

 通常のゴルフ経験があれば、どなたでもスコアラーになって頂くことができます。 

皆様のご協力をお願い申し上げます。 

【 概 要 】 

◆各組に１名のスコアラーが同行し選手２名のスコアを記録するほか、遅延プレーの防止等、

円滑・適正なラウンドがなされるように配慮し、又、選手・ガイドの安全確保を図ります。 

◆スコアラーミーティングは 12 月 10 日（月）朝 8：25 から行います。 

◆交通費・昼食・表彰式参加費はＪＢＧＡにて負担させて頂きます。 

◆詳しくはＪＢＧＡ事務局までお問い合わせ下さい。 

 

 

ＪＢＧＡ・オフィシャルハンデ・クラブができました。 

～ＪＧＡ（日本ゴルフ協会）オフィシャルハンディキャップが取得できます～ 

 

JBGA は、このたび JGA の承認を得て、ブラインドゴルファーへ JGA オフィシャルハンデ

ィキャップ を発給出来るクラブを初めて創設致しました。  

JGA オフシャルハンディキャップは、国が認めた唯一の公式のアマチュアゴルファーハンディ

キャップです。 

JGA オフィシャルハンディキャップを取得するには JGA のゴルフルール規則に従う必要があ

りますが、JBGA では 「レギュラーリーグ」がこれに該当致します。  

ですので、2014 年 1 月以降、JGA 所定のコースレーティングやスロープレーティングのあ

るゴルフ場で開催された JBGA 大会において、「レギュラーリーグ」でプレーした有効なスコア

カードが５枚以上あれば、それを元に JGA オフィシャルハンディキャップの発行を申請するこ

とができます。 

 この件についてのお問い合わせや、JGA オフィシャルハンディキャップ取得を希望される方

は、ご遠慮無く JBGA 事務局までお問い合わせ下さい。 

 

※なお、JGA オフィシャルハンディキャップ取得については、JGA 所定の登録事務手続き費

用が掛かりますが、初年度分につきましては協会にて負担させて頂きます。次年度以降は、また

ご案内致します。（年間費用 700 円税別予定） 

 

 

 

 ■お申込み・お問い合わせ先 

 

NPO 法人 日本ブラインドゴルフ振興協会（JBGA） 

〒167-0053 東京都杉並区西荻南 2-17-8 ミスズビル 3F 

TEL.03-3333-5481 FAX 03-3333-3402 info@jbga.org 

 

 


