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令和4年10月吉日 

 

決勝出場選手 各位  

ＴＯＭＡＳ ＣＵＰ 第39回 

 全日本サンスポ女子アマゴルフ選手権 大会事務局 

 電話番号：03-3275-8851 

 【平日10：00～17：00】 

 

ＴＯＭＡＳ  ＣＵＰ   

第 39回全日本サンスポ女子アマゴルフ選手権  

決勝のご案内  

 

謹啓  

秋色の候、ますますの活躍のこととお喜び申し上げます。「ＴＯＭＡＳ ＣＵＰ 第39回全日本サン

スポ女子アマゴルフ選手権」の決勝大会概要等を下記の通り、ご案内いたします。選手皆様のご健闘

をお祈りいたします。 

謹白 

 

記  

【大会概要と注意事項】 

■ 日程 

 ・令和4年11月1日（火）2日（水）※2日競技 

 

■ 会場 

 ・静岡カントリー浜岡コース＆ホテル＜小笠コース＞  

（〒437-1615 静岡県御前崎市門屋2070－2） 

 

■ 競技方法 

 ・36ホールストロークプレー（2日間） 

・1位同スコアの場合はプレーオフで優勝を決定します。 

 

■ 定員 

 ・120人 

 

■ 特典 

① 優勝者に来年のフジサンケイレディスクラシックの本戦出場権が与えられます。 

② ３位タイまでに来年のフジサンケイレディスクラシックのマンデートーナメント出場権が与

えられます。 

③ 優勝者に本大会の永久出場権が与えられます。 

④ 10位タイまでに来年度の本大会決勝出場権が与えられます。 

 

■ 賞 

・優勝～6位タイまで表彰 

・予選通過者にクオリファイ賞贈呈 

・シード権選手に参加賞贈呈 

・ドラコン賞 
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■ 指定練習日 

・ 10月31日（月） ※大会前日、選手のみ  

・ 練習ラウンドの申し込みはコースの予約係に直接電話して下さい。 

（予約専用ダイヤル0537-86-3311） 

・ 予約の際は『全日本サンスポ女子アマゴルフ選手権』出場者である旨を申し出て下さい。 

・ 指定練習日以外は、知人や保護者同伴の練習ラウンドが可能です。 

・ ラウンドはスループレーを予定しております。 

※ 当日の状況次第で、ハーフターン時に休憩が入る場合があります。 

 

■費用 

【大会期間中のゴルフプレー費】 

日付 ラウンド 学生（高校3年生まで） 大学・一般参加者 備考 

10月31日（月） 指定練習日 \9,630 \13,330 セルフのみ・乗用

カート使用 

11月1日（火） 大会第1日 \12,380 \16,080 キャディー帯同・

乗用カート使用 11月2日（水） 大会第2日 \12,380 \16,080 

【通常営業日の練習ラウンドゴルフプレー費】 

曜日 ラウンド 学生（高校3年生

まで） 

大学・一般参加者 備考 

平日 練習ラウンド \12,380 \16,080 キャディー有無選

択・乗用カート使

用 

土日祝 練習ラウンド \12,380 \20,580 

※ 金額は税込みです。ただし、昼食代は別になります。 

※ 学生（高校3年生まで）はプレー日に学生証をゴルフ場フロントにご提示ください。 

※ 大会期間中にかかった費用・プレー費は最終日一括清算となります。 

※ 使用ロッカーは大会期間中共通となります。 

［大会推薦ホテル］ 

静岡カントリー浜岡コース＆ホテル様のご協力により特別価格でコース内ホテルに宿泊出来ます。 

※ 特別価格での宿泊の予約は下記内容にて受け付けます。 

１泊朝食付き1名9,900円（ＤＸツイン２名１室利用の場合） 

〃   1名13,000円（ＤＸツイン１名１室利用の場合） 

〃   1名11,000円（シングルルームの場合） 

※ 宿泊は全国旅行支援をご利用いただけます。 

［お問い合わせ］ 

静岡カントリー浜岡コース＆ホテル（電話：0537-86-3311） 

※ 部屋が満室になり次第、予約を締め切らせていただきますので、ご了承ください。 

 

■日程  

［1日目］ ※予定 

・06：00  受付開始、練習場・レストランオープン 

・07：30  競技開始 

・競技終了後、「女子アマドラコン日本一決定戦・決勝」 
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［2日目］ ※予定 

・06：00  受付開始、練習場・レストランオープン 

・07：30  競技開始 

・競技終了後、表彰式（クラブハウス内にて） 

 

■組み合わせ、大会結果、競技規則など 

・サンケイスポーツイベントHP（次項参照）にて掲出します。 

 ① 大会ヤーデージ、競技規則など＝順次掲出 

② 組み合わせ（1日目）＝10月31日（月）昼頃に掲出 

 ③ 大会結果＝各日19時までに掲出 

 

 

 

 

QRコード 

URL：https://www.sanspo-jigyo.com/golf 

 

【競技に関しての注意事項】 

・乗用カートを使用します。 

・距離計測機は使用可能です。ゴルフ規則に則り、使用するようにしてください。 

・注意事項を把握しスムーズなプレーを心掛けてください。 

・ルールブック、目土袋は必ず持参して下さい。 

・プレー中の病気、ケガ等は、速やかに大会本部やスタッフへお知らせください。 

・大会のスケジュールは悪天候等の事由により変更になることがあります。 

 

【同伴者（保護者）の皆様】 

同伴者の皆様は、クラブハウスの長時間の滞在は避けてください。 

コース内に関しては、1番ティー、18番グリーンのみ観戦が可能です。 

 

【その他】 

・傘などゴルフ場から借用したものは必ず返却して下さい。 

・大会期間中に発生した忘れ物・落とし物（貴重品を除く）は、3カ月間保管します。以降は廃棄処

分とさせていただきますので、十分ご注意ください。  

 ・新型コロナウイルス感染症対策につきましては次項をご確認ください。 

・練習場につきましてはゴルフ場にお問い合わせください。 

 

◎大会事務局連絡先＜10月 31日（月）9：00～11月 2日（火）19：00のみ＞ 

電話：080-9544-6693 

＜上記期間外＞ 

電話：03-3275-8851（平日10～17時）  

メール：t-spo-jigyo2@sankei.co.jp 

 

 

mailto:t-spo-jigyo2@sankei.co.jp
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【新型コロナウイルス感染症対策について】 

新型コロナウイルス感染防止対策のため、本大会では、ゴルフ関連 5団体で定めるガイドラインに準

じ、以下の対策を行っています。ご確認いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 

① マスクの着用  

会場内ではマスクの常時着用にご協力ください。（プレー中を除く） 

② 咳エチケット  

咳エチケットにご協力ください。 

③ 手洗い消毒  

こまめな手洗い・手指消毒にご協力ください。 

④ 密集、密接、密閉回避  

屋外でも、密集・密接には要注意。密集を避け、周りの人との距離を保ちましょう。 

⑤ 体温 37.5℃以上入場不可  

入場時の検温にご協力ください。37.5℃以上の発熱がある方はご入場いただけません。 

⑥ 大声を出さない  

大声を出さないようにご協力をお願いします。 

 

会場内では係員の指示に従ってください。ルールを守らない場合、退場していただく場合があります。

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

1.大会主催者が定める以下の事項に該当する方は、入場をお断りさせていただくことがあります。 

① 過去 1週間以内又は、当日の検温にて、体温 37.5℃以上発熱のある方 

② 強い倦怠感、風邪の症状（咳、咽頭痛、息苦しさ等）、味覚・嗅覚異常などの異変がある場合を含む、

体調不良のある方 

③ ご本人又は同居のご家族で、PCR検査陽性歴があり、下記の項目に該当する方 

・ 有症状者では、発症日から 10日未満、かつ症状軽快後 72時間以内の方 

・ 症状軽快後 24時間経過から 24時間以上の間隔をあけ、2回の PCR検査で陰性を確認できてい

ない方 

・ 無症状病原体保持者では、陰性確認から 10時間未満の方 

・ 検体採取日から 6日間経過後 24時間以上の間隔をあけ、2回の PCR検査を確認出来ていない方 

④ ご本人又は、同居のご家族が濃厚接触者として自宅待機中の方 

⑤ 同居のご家族に、①の症状がある方 

⑥ 海外から帰国（日本に入国）してから、14日未満の方 

⑦ クラブハウス内でマスク非着用の方  

 

2. 受付の際に抗原検査キットの結果及び問診票の提出、検温、手指消毒を行っていただきます。 

① 抗原検査キット 

本大会では選手をはじめ関係者の安心・安全を守るために抗原検査キットの検査を無料で導入しま

す。 

〈製品名〉Rapitesシリーズ 

〈対象者〉選手と同伴者（保護者）など全来場者 

〈受け渡し〉前日の練習ラウンドの受付時にお渡しします。 

練習ラウンドの予約をされていない方は、当日朝に大会受付にてお渡しします。 

  〈検査のタイミング〉前日の夜もしくは当日朝 
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〈提出方法〉検査結果を 20分以内に携帯などで撮影し、当日受付にて掲示してください。 

② 問診票 ※前日の 18時を目安に公開されます 

以下の QRコードもしくは URL先から提出をお願いします。（対象者：選手） 

［1日目］             ［2日目］ 

 

 

 

1日目 https://forms.gle/Kg213PTyTZRatoVv6 

2日目 https://forms.gle/Fp9qv9YRm1HCxabN7 

必ず大会当日の受付前にお送りください。 

 

③ 検温、消毒 

 

3. 以下にご協力いただけない場合は、入場、受付をお断りさせていただく場合があります。 

① 入場、受付時の検温、消毒液による手指消毒 

② マスクの常時着用にご協力いただけない方 

選手→クラブハウス内（屋内）のみ着用 

同伴者→常時着用 

③ 抗原検査キットの検査結果及び問診票を提示しない方（問診票は選手のみ） 

 

4.受付の抗原検査及び問診票の提出、検温等により時間がかかる場合があります。時間に余裕をもって

お越し下さい。 

 

5.体調がすぐれない場合  

発熱等の症状を感じたら、日ごろ通院している医療機関か、お住まいの近くにある医療機関に電話で相

談をしてください。 

●静岡県発熱等受診相談センター 電話番号 050-5371-0561  

※午前 8時 30分～午後 5時 15分（土日・ 祝日・年末年始除く） 

 

以上 


