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開催案内書

会期
会場

2023年1月9日（月・祝） ２月２８日（火）

多摩地域のゴルフ場ほか 全国のゴルフ場
会期中、いつでも・どのコースを利用されてもエントリーできます

競技

個人戦 ＆ （４名以上による）チーム戦
プライベートハンディキャップによる順位決定

他のコンペのスコアを利用してエントリーできます。
積雪クローズなどを救済するため、2022年10月1日から
1月8日まで過去のスコアを利用してエントリーできます。
過去のスコアによるエントリー期間は、1月31日（火）まで

発表
3月7日（火） 順位賞・飛び賞を下記サイトでご案内
なお、催行人数によっては参加者にメールにてご案内します。
https://jhgp.or.jp/category/topics/info/

賞品
多摩地域や全国で利用できる御食事券、
レジャー施設などのチケット、食品ギフトのほか
その他多数用意しております。

主 催
株式会社MYグリーンゴルフ
一般社団法人日本健康ゴルフ推進機構

後 援 東京都商工会連合会 多摩観光推進協議会

【参加資格】
本大会に賛同いただける
国内在住のアマチュアゴルファーの方

たまには多摩でタマ転がし

2023新春大会



●会場
18H PAR72以上の本コース（9Hのコースは周回）
➀.多摩地域内にあるゴルフ場（五十音順）※.万一記載モレが有る場合ご指摘頂けると幸いです。

②.多摩地域以外の全国のゴルフ場については、下記サイトなどを参考にして下さい。

一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 https://www.golf-ngk.or.jp/course/hokkaido.html

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会 http://www.pgs.or.jp/user/course/index.do

一季出版 全国ゴルフ場ホームページ https://www.ikki-web2.com/web/link/top.html

青梅ゴルフ倶楽部
小金井カントリー倶楽部
桜ヶ丘カントリークラブ
GMG八王子ゴルフ場
昭和の森ゴルフコース
相武カントリー倶楽部

立川国際カントリー倶楽部
多摩カントリークラブ
Tama Hills Golf Course
東京五日市カントリー倶楽部
東京国際ゴルフ倶楽部
東京バーディクラブ

東京よみうりカントリークラブ
八王子カントリークラブ
府中カントリークラブ
武蔵野ゴルフクラブ
よみうりゴルフ倶楽部

●プライベートハンディキャップ算出について（JHGP方式）
参加者が申告された平均スコアと、GROSSスコアによる順位などから算出します。

平均スコア スコア計算例）

平均スコア Ⓐ
～ 74 0

75 ～ 79 2
80 ～ 84 4
85 ～ 89 6
90 ～ 94 8
95 ～ 99 10

100 ～ 109 12
110 ～ 119 14
120 ～ 129 16
130 ～ 18

平均スコア Ⓐ GROSS Ⓑ Ⓒ HDC NET

～74 0
72 0.0 0.1 0.1 71.9

73 0.0 1.8 1.8 71.2

90～94 8

87 2.8 1.0 11.8 75.2

92 4.8 0.9 13.7 78.3

97 6.8 0.2 15.0 82.0

130～ 18 135 18.0 0.1 36.0 99.0

●競技
18Hストロークプレーで、プライベートハンディキャップを反映したNETスコアの低いで順位を決定します。
スルーザグリーン６インチプレースOK、グリーン上ワングリップOK。その他はゴルフ場のローカルルール適用。

記号説明）
Ⓐ.基礎ポイント 申告された平均スコアに応じて加点する。

Ⓑ.加点ポイント１ GROSSスコアと72との差分に係数を乗じて加点する。

Ⓒ.加点ポイント２ GROSSスコア+エントリー順の順位 ÷ 18の余り × 0.1
0.1～1.8の範囲で加点する。余りゼロは1.8とする。

HDC Ⓐ+Ⓑ+Ⓒで、最大36とする。

個人戦

エントリーした参加者全員が、ランキングの対象です。エントリーの回数制限はありません。

タイの扱いは、➀.HDC ②.申告平均スコア ➂.GROSSスコアが、各々低い順、
④.エントリーの早い順とします。

チーム戦

団体・事業所などに関係する方や、ゴルフ仲間の有志などにより、４名以上で構成したチームが、
ランキングの対象です。チームに人数制限はなく、１人が複数のチームに参加しても良い。

チーム内上位４名の個人戦におけるNETスコアを採用します。
順位の決定は、このスコア合計を基に低い順とします。
タイの扱いは、個人戦と同様ですが、「エントリーの早い順」の扱いは、
採用した４名のスコアの最終エントリー日時を基に、早い順とします。



●エントリーについて（参加費支払とスコア登録）
➀. エントリーは何度でもできますが、都度、スコア登録に対する会費（参加費）が必要です。

下記のQRコードを読み取り、参加者のエントリー毎に、クレジットカードで決済して下さい。
参加費には、賞品代とエントリーフィーを含みます。ゴルフ場利用料等は含まれていません。
ゴルフ場は、各自にて手配および精算をお願いします。

②. 参加費の決済のあと、つぎのページからスコアを登録して下さい。
https://jhgp.or.jp/score_entry/ または、

ゴルフの性善説に基づき、スコアを登録して下さい。参加費と紐づかないスコアは無効とします。

項目名 入力する内容 *印の付いた項目はランキングリストに公開されます

Name * 全角 参加者のご氏名

E-mail 半角 PCまたは携帯のメールアドレス。スコアの控えが送信されます。

タイアップ名 * 全角

・会員や事業所を管理する団体より、依頼があるとき入力してください。
例）◯◯商工会、◯◯商工会議所、◯◯観光協会、◯◯協会、

◯◯連盟、◯◯労働組合、◯◯健康保険組合など
・有志でチーム戦に参加される場合は、他のチームと区分するため、
“有志”の文字+任意の合言葉を入力。チーム全員合わせてください。
・個人戦のみ参加される方は、“なし”と入力。

チーム名 * 全角

・チーム戦に参加される場合は、任意のチーム名称を入力。
タイアップ名とチーム名が同一の方を、同じチームとして集計処理します。
・個人戦のみ参加される方は、“なし”と入力。

日付 半角 プレーした日付

電話番号 半角 プレーしたゴルフ場の電話番号 ※個人の電話番号は入力不可です

平均スコア * ー 参加者ご自身の平均スコアを、10段階から選択

OUTスコア * 半角 OUTのスコア

INスコア * 半角
INのスコア
※.PAR73以上のコースの場合は、72との差分を引いて下さい。

エントリーコード * 半角
決済時の月日時分8桁+イニシャル２文字
例）12月1日15時7分に、多摩太郎さんが決済のとき 12011507TT

日本健康ゴルフ推進機構 スコア登録

・ 多摩地域内にあるゴルフ場をご利用の方
・ 個人戦とチーム戦に参加される方

左記以外の方

参加費 2,100円／１名のエントリー毎 参加費 3,150円／１名のエントリー毎



●その他

１. ドレスコードの確認、ルール、マナー、エチケットを守り、ゴルフを楽しみましょう。
２. 夏季は熱中症対策、冬季は乾燥対策に、適度な水分補給をしましょう。
３. 状況や必要に応じて、マスク着用や消毒の徹底など、コロナ感染拡大防止策をしましょう。

体温が37.5℃以上ある時や体調不良の時は、参加を控えて下さい。
４. 雷雨、悪天候等の際は、ゴルフ場の指示などに従い、安全第一の行動をして下さい。
５. スコア控えを送信しますので、@jhgp.or.jp から届くメールを受信できるようにして下さい。

登録内容の誤りに気付かれても主催者側では一切訂正いたしません。
十分に確認されたうえで登録して下さい。

６. 参加に伴い発生した損害や賠償に関し、主催者側は、如何なる責任も負いかねます。
参加者はエントリーした時点で、これを同意したものと致します。

●お問い合わせ（ゴルフ総合代行サービスは、株式会社MYグリーンゴルフまでお願いします）
一般社団法人日本健康ゴルフ推進機構 事務局
メールアドレス：info ★ jhgp.or.jp までお願いします。
なお、送信の際は、★を@に置き換えてください。

● 参加者へのご案内 ゴルフ総合代行サービス（有償）
● ゴルフ場予約代行 ※.ビギナー向けや、予約が取りにくいゴルフ場も対応できます。
● ゴルフ用品のレンタル・販売など ※.ご依頼を受けた際には、ご紹介いたします。
● レッスンの手配 ※.ご依頼を受けた際には、ご紹介いたします。

● 多摩観光推進協議会とは
多摩地域への国内外の旅行者誘致の促進とリピーターの増加を促進し、多摩地域の観光振興や観
光ビジネスの創出による産業振興等につなげることを目的に、多摩地域の商工、観光、農業団体など
が連携して広域での協議会を設立しました。
今後、多摩の観光ルート開発、古民家を活用した宿泊とその周辺での生活体験、多摩の魅力発信
マップ作成、ホームページやSNSによる情報発信などの事業に取り組み、多摩地域の魅力をPRして
いきます。

詳しくは、https://tama-kankou.tokyo/ まで

◎観光ルート開発 地域資源を活かした、多摩を巡るツアープログラムの開発と実施

◎古民家再生 多摩地域に眠る古民家を、自然・文化とともに活用

◎マップ制作 もうひとつの東京を愉しむ多摩の魅力発信マップ等の制作

◎情報発信 多摩地域の魅力を国内外に発信する公式サイトとSNSの運営

詳しくは、株式会社MYグリーンゴルフ まで
URL : http://mygreengolf.jp/
TEL : 03-5856-5041 FAX: 050-1506-7340
Mail : mygreengolf ★ jhgp.or.jp
なお、送信の際は、★を@に置き換えてください。

https://tama-kankou.tokyo/
http://mygreengolf.jp/

