
 第 25 回 日本障害者オープンゴルフ選手権開催要項 
(障害者世界ランキング対象試合 予定) 

 

1.   目 的 

この大会は障害者のゴルフ競技の競技力向上と振興をはかるため、また障害者がスポーツを通じて、心

身共に健康な社会生活獲得の一助となることを目的とする。 

 

2.   日 時  令和 2 年 10 月 18 日（日）〜20 日(火)     18 日前夜祭 19 日〜20 日競技 

              

  

3.   会 場 

    競 技 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 〒292-1161 千葉県君津市東猪原 12   

            TEL：0439-70-5130 

 

   前夜祭  ハミルトンホテル上総宴会場  ※今年に限り自由参加とします。 

          

    宿 泊 ハミルトンホテル上総 〒299-1151 千葉県君津市中野 4-6-28    

TEL: 0439-54-8383 

 

4.   主 催  特定非営利活動法人日本障害者ゴルフ協会 

 

5.   後 援(予定)   

 スポーツ庁/千葉県/君津市/(公財)日本ゴルフ協会/ (公財)日本障がい者スポーツ協会/ (社福)全国社会

福祉協議会・全国社会就労センター協議会他 

 

6.   競技方法 

  クラス別・36 ホールストロークプレイ（2 日間スクラッチ競技） 

    クラスの区分 グランプリの部/上肢障害の部/下肢障害の部/片マヒ障害の部/重複障害の部/軽度 

障害の部/車いすの部 / 知的障害の部（知的障害の部の試合は 20 日１８ホールのみ。プレーは 2 

日間しても可）/ボランティアの部 

      *各クラスとも 5 人の参加をもってクラスが成立します。4 人以下のクラスは 1 位を敢闘賞として 

       表彰します。 

   *初参加の人は 18 日前夜祭前後に行われるクラス分け委員による面接にてクラスを決定します。 

※ グランプリの部は事前のエントリーが必要です。 

                                                                                                                                                                                           

7. 参加費（予定） 障害者 20,000 円 (乗用カートセルフ 2 プレ-、２昼食、表彰式パーティ代、賞品

代、事務費含む) 健常者 21,000 円 前夜祭 6,000 円(自由参加) 宿泊費は別途となります。 

 

8.  参加資格 

日本障害者ゴルフ協会会員(身体障害者手帳か療育手帳を保持する人。または手帳がなくても障害あ                                                                                         

りと協会が認めた人) 会の趣旨に賛同する健常者（ボランティアの部） 

※ 初参加の人は日本障害者ゴルフ協会への会員登録が必要です。(会員申込及び入会金・年会費につい

ては事務局までお問い合わせ下さい。) 

 

9.  定 員  

  80 名まで(うち外国選手 10 名。定員になり次第締切るものとする) 

 

10.  表 彰 

  (1) クラス別 各クラスとも 1 位、２位、3 位まで表彰 

  (2) グランプリ部門 優勝—3 位を表彰。グランプリの部についての詳細は P3 をご参照下さい。 

   

 



11.  申込み方法と注意 

別紙申込書に必要事項を記載し郵便か FAX で申込んでください。 

(1) 受付期限    申込書提出 令和 2 年 9 月 26 日（金） 

                   参加費振込 令和 2 年 9 月 30 日（水） 

(2) 申込書送り先 

                   特定非営利活動法人日本障害者ゴルフ協会事務局 

            〒158-0081 東京都世田谷区深沢 2-1-3 D-1205 

          Tel 03-5758-3255(14 時から 18 時まで)  FAX 03-5758-3265 

     

(3) 参加料は受付期限までに下記口座に振り込みのこと。この確認を持って申込みを終了する 

ものとします。 

 

振込先 

三菱 UFJ 銀行 都立大学駅前支店 普通預金 0115904 

口座名 特定非営利活動法人日本障害者ゴルフ協会 

 

       

(4) 家族や友人等の同伴を希望される方は早めに事務局までご相談ください。宿泊施設の収容 

          数等に限りがあり、障害者の参加を優先するため申込の時期や人数等によっては同伴をお 

          断りすることがあります。 

 

(5) クラス分け審査について 初出場の方には面接によるクラス分け審査を受けていただきますが、試

合中のプレーの様子によってはクラスが変わることもあります。障害内容は面接だけでは把握できない

こともあり、実際の動きを参考にするためです。あらかじめご了承お願いします。 

 

 

(6) 参加者の方にお願いします。この試合は「障害者ゴルフの普及と振興」を目的の一つにしています。 

従って、試合に「勝つ」「好スコアを出す」だけの目的での参加はご遠慮下さい。 

また、上位入賞者には障害者ゴルファーの模範として、マスコミ取材や DGA の他の行事への参加等、

御協力を御願いすることがあります。その際にはよろしくお願いします。 

 

(7) 申し込み用紙にはできるだけ E メールアドレスを記入してください。今後、最終案内や急なお知ら

せを E メールで出す予定です。 

 

(8)障害者ゴルファーのプレーが多少遅くなるのは致し方ありませんが、なるべく迅速なプレーを心がけ、

他の人やゴルフ場に迷惑のかかる遅延プレーをしないようにお願いします。 

 

(9) 本選手権は障害者世界ランキング(WR4GD)の対象試合登録を予定しています。ただし、今年は世界

ランキング対象選手をグランプリの部出場選手に限ります。ランキングに掲載されるには別途 WR4GD

パスの取得が必要です。グランプリの部出場選手でパス取得を希望する方は事務局までお問い合わせく

ださい。 

 

(10) 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、会場では検温や手指のアルコール消毒等にご協力をお願

いします。また、感染予防は各自でも十分にご注意ください。当日咳や発熱等自覚症状のある方はキャ

ンセルしていただくようにお願いします。(キャセル料は要相談) 

 
(11) 前夜祭は感染予防対策を実施して開催しますが、今年に限って自由参加とします。 

 

(12) 新型コロナウィルス感染拡大状況によって大会が中止になることがあります。飛行機や電車の切符

はキャンセルが可能なものをお選びください。 

 



 
 

申込にあたっての注意 
 

１） 参加費（障害者 20,000 円 健常者 21,000 円）には宿泊費が含まれていません。「ハミルトンホテ

ル上総」(JR 内房線「君津」駅から徒歩 5 分)が指定ホテルとなります。料金は特別料金で一泊ツイン 1

部屋 12,320 円、シングル＠6,600 円(どちらも平日税込朝食付き 土日は多少料金が違う)です。 

このホテルとゴルフ場間の送迎は定められた時間に行います。  

ただし、今回の指定ホテルは宿泊できる人数が 20 名位です。宿泊希望の方は早めの申し込みをお願い

します。参考までに君津駅周辺には次のようなホテルがあります。 

 ・グランパークホテルパネックス君津 Tel 0439-53-0711 

 ・グランパークホテルかずさ Tel 0439-52-1020 

 ・大江戸温泉君津の森 Tel 0570-011-264  駅からは遠いですが、ゴルフ場には近い。車移動の方向け。 

  

なお、上記宿泊費や下記練習ラウンド費用、送迎バス代は現地での支払いとなります。参加費と一緒に

振り込まないようにお願いします。 

 

２） 練習ラウンドは 18 日（日）に 1 ラウンド(セルフ)を 4 組押さえています。午後からのハーフラウ

ンドも可能です。料金は休日料金、スタート時間は希望者に追って連絡します。 

 

３） ホテルーゴルフ場間は送迎バスを用意します。定員に限りがあるため希望者は必ず申込用紙にその

旨を記入して下さい。料金は未定(2,000〜3,000 円くらい)。また、最終日終了後の送迎バスはゴルフ場

の最寄り駅である君津駅とホテルハミルトン上総に止まります。 

 

４） 19 日の夕食は自由とします。ホテルのレストランや市街の飲食店をご利用ください。 

 

５） ゴルフをしない付き添い者の参加料金 5,000 円（2 昼食、表彰式パーティ代含む）とします。前夜

祭、宿泊代等は参加選手と同じ料金(上記１参照)で現地払いとなります。 

 

6)グランプリの部について 

13 年前からすべての障害部門を通じ、上級者を対象に「グランプリの部」を創設しました。「グランプ

リの部」優勝者がジャパンオープンのチャンピオンとなります。この部の競技条件と参加資格は下記の

通りです。「グランプリの部」での出場希望者は事前のエントリーが必要です。同封のエントリーシート

に必要事項を記入し、USGA/JGA ゴルフインデックスを添え、参加申込書と一緒に提出してください。 

なお、出場を希望されても、事務局の審査によりご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承

願います。 

★ 出場資格 オフィシャルハンデ 15 以下。USGA/JGA ゴルフインデックスを申込用紙に添付してくだ

さい。(USGA/JGA ゴルフインデックスは JGA 加盟ゴルフ場メンバーの方はメンバーコースへ。そうで

ない方はゴルフダイジェストや楽天サイトからオンラインで取得できます) 

身体障害者手帳 1 級〜4 級までの方。5 級以上の方はグランプリの部への出場は出来ず、軽度障害の部

の出場になります。(1 級〜4 級でも障害が軽度と判定された方は出場出来ません) 

★ 競技条件 スタートティはバックティ。競技規則は JGA ルールにより障害者の特別ルールは適用さ

れません。 

※グランプリの部でエントリーされますと、他の部での入賞はできません。あらかじめご了承下さい。 

 

7)海外遠征代表選手の選考には DGA の公式競技での成績が参考とされます。公式競技の中でも日本障

害者オープンゴルフ選手権は選考基準の中で必ず参加していることが必要になります。 

 

※通常事務局へ電話での問合せは 14 時〜18 時にお願いします。その他の時間帯は留守電になります。

また 8 月 28 日〜9 月 2 日までは東北大会開催のため留守にいたします。その間のご連絡はファックス

かメールでお願いいたします。 


