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【競技規則】
主催：ゴルフダイジェスト社
公認：ワールド・ロング・ドライバーズ・チャンピオンシップ(WLDC)
後援/運営協力：社団法人 日本プロフェッショナルロングドライバーズ協会(JPLA)
公式競技球：アメリカン倶楽部 「Charger-Ｘ」チャージャーＸ

2018/5/9 オープンディビジョン競技方法の修正
※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

【使用クラブ ドライバーについて】
ＳＬＥルール適合クラブヘッド（ＣＯＲ0.830 以内）を使用すること。
各自でＲ＆Ａ／ＵＳＧＡ発行の「適合ヘッドリスト」を確認し、申込みをすること。
長さ：６０℃計測法により最大４８インチ(1.219 メートル)とする。
※試合前、優勝者決定後、クラブに反発係数の確認、または係数を上げるための改造が施され
ていないか、確認作業を行うことがある。

【カテゴリー及び参加資格】
Champions League（チャンピオンズリーグ）
※国内最高峰リーグ。
有資格者による限定リーグＧＤポイントにて、リランキング。
Open Division
（オープンディビジョン）
※年齢不問。
Senior Division （シニアディビジョン）
※大会参加時点で満４５歳以上
SuperSenior Division （スーパーシニアディビジョン）
※大会参加時点で満５０歳以上
Women’s Division （ウィメンズディビジョン）
※女 性
※日本在住３年以上でなければ日本代表になる権利を有さない。

【チャンピオンズリーグ参加資格】
以下該当者は、チャンピオンズ・オープンのいずれに参戦するか選択が可能。
シーズン途中にチャンピオンズ権利を破棄し、オープンへの変更は可とする。
＜1＞ オープンディビジョン ジャパンファイナル 歴代優勝者
＜2＞ 2017 年度年間ポイントランキング 1 位～25 位
＜3＞ 2017 年度決勝・代表決定戦進出者（Stage Final）
＜4＞ PGA プロ資格者（主催者が認めた者に限る）
＜5＞ 2017 年オープンディビジョンブロック予選優勝者
＜6＞ 2018 年オープンディビジョンブロック予選優勝者
※一度チャンピオンズに登録すると該当年度はオープンへの参加はできない。
（翌年以降は再度選択が可能）

【チャンピオンズリーグ有資格者一覧】
※2018 年シーズン開幕時点
南出 仁寛 ／ 三隅 直人 ／ 和田 正義 ／ 金 泰亨 ／ 加茂 靖倫 ／ 朴 成浩 ／
山田 勉 ／ 斉藤 誠 ／ 伊藤 元気 ／ 井上 直彦 ／ 落合 基樹 ／ 永原 総太朗 ／
山崎 泰宏 ／ 酉川 博文 ／ 松本 宗矢 ／ 大山 隆史 ／ 今泉 健太郎 ／ 髙橋 健 ／
竹本 大希 ／ 清水 剛 ／ 永江 義経 ／ 小西 憲三郎 ／ 西田 謙司 ／ 巽 英樹 ／
KIM HＯＮＧ SIK ／ 浜崎 高嗣 ／ 竹田 駿樹 ／ KIM HYUN KOO ／ 堀田 晃宏 ／
飯山 大輝 ／ 金谷 明紀 ／ 松本 一誠 ／ 村上 涼 ／ 石井 貴大 ／ 竹内 佑太 ／
森本 和男 ／ 狩野 直勝 ／ 田澤 大河 ／ KIM HＯＮＧ SIK ／ 福ヶ迫 弘光 ／ 山下 祐助
／ 増田 健斗 ／ 森岡 寛 ／ 鈴木 寛之 ／ 高橋 一樹 ／ 小林 史 ／ 福田 俊介 ／
木治 誠 ／ 竹田 駿樹 ／ 二瓶 準也 ／ 金 泰亨 ／ 稲津 暢 ／ 浦 大輔

【チャンピオンズリーグ競技方法】
各ブロック予選で有資格者による対戦を行い、参加者総数の 40％程度（最小 3 名～
最大 9 名）の人数によりブロック決勝を行いポイントを争う。（人数は当日発表する）
出場ポイント１ポイント
※エキシビジョン選手がＳＴＡＧＥ２へ進出のケースは、次点の選手も進出とする。
※ポイント付与の方法：参加人数によって付与ポイントが変動する
※最終ランキングは、獲得ポイントによるカウントバックを行い順位を決定する。
例＞最終ポイントが同点の選手が複数の場合、最終予選ブロックより獲得ポイントの多い選手
を上位する。同点であれば、その前の予選ブロックとさかのぼって比較する。
最終ポイントランキング １位 ・ ２位 JAPANFINAL STAGE９へ進出
３位～ ６位 JAPANFINAL STAGE６へ進出
７位～１６位 JAPANFINAL STAGE５へ進出
１７位～２１位 JAPANFINAL STAGE３へ進出
※シード権の重複など権利繰り下げ有り

ＳＴＡＧＥ２ 入賞ポイント
□９名以下
１位－２０Pt
２位－ ６Pt
３位－ ３Pt
４位－ ２Pt

※（小数点第２位以下切捨て）
□１０名～１４名
□１５名以上
１位－２５Pt
１位－３０Pt
２位－ ９Pt
２位－１２Pt
３位－ ７Pt
３位－１０Pt
４位－ ５Pt
４位－ ８Pt
５位－ ３Pt
５位－ ６Pt
６位－ ２Pt
６位－ ５Pt
７位－ ４Pt
８位－ ３Pt
９位－ ２Pt

※エキシビジョン選手は、参加人数にカウントしない。
※エキシビジョン選手には入賞ポイントを付与せず、有資格者に割り振る。
（上記順位ポイントはブロック決勝進出者のみに付与する）
（ランキングは各ブロック予選 終了後更新・ＨＰで発表）
＜例えば、参加者 20 人の場合＞
ＳＴＡＧＥ１の上位９名が、ＳＴＡＧＥ２へ進出。
※ＳＴＡＧＥ２進出者に、エキシビジョン選手がいる場合は、次点の選手も繰上げとし
１０名にて、ＳＴＡＧＥ２を開催。
ＳＴＡＧＥ２にて１位～９位は、上記入賞ポイントを付与／出場１Ｐ
※エキシビジョン選手以外に、上位より入賞ポイントを付与する。
※チャンピオンズリーグ参加者のオープン参加は不可。
【オープンディビジョン競技方法】 ※2018 年変更
各会場の SＴＡＧＥ１参加者人数の３０％(小数点繰上げ)最大１２名をＳＴＡＧＥ２へ進出とし、ＳＴＡ
ＧＥ２進出者の５０％(小数点繰上げ)を JAPANFINAL ＳＴＡＧＥ３ 2018/7/15(日) 進出とする。
各グループ上位及び、最長飛距離者（ワイルドカード）はブロック STAGE２決勝へ進む。
※当日のＳＴＡＧＥ２進出枠、ワイルドカードの有無は、ブロック予選ごと決定する。
※予選２位など決勝大会権利獲得者が、別予選にてＳＴＡＧＥ２進出した場合、
ＳＴＡＧＥ１からの繰上げ、権利移行などは行わない。
※オープンディビジョンにてブロック予選優勝選手は、下記から以降の参加
カテゴリーを選択しなければならない。該当年のオープンディビジョンへの参加は不可。
チャンピオンズリーグへの参加（ポイントランキング入り）
※オープンディビジョンにて獲得した準々決勝の進出権利は保持される。
【シニアディビジョン競技方法】 ※2018 年変更
各予選会場にて参加人数により１ブロック決勝、または１６名以上の場合は予選～決勝にて開催
する。各予選からの勝ち上がりにより決勝進出者を決定する。 ※ポイント戦は行いません。

【スーパーシニアディビジョン競技方法】
各予選会場にて１ブロック決勝にて開催する。
各予選からの勝ち上がりにより決勝進出者を決定する。
【ウィメンズディビジョン競技方法】
各予選会場にて１ブロック決勝にて開催する。
各予選からの勝ち上がりにより決勝進出者を決定する。
【ブロック予選】
オープン・チャンピオンズ・シニア・スーパーシニア・ウィメンズ毎にグループを作る。
※会場ごとの参加状況により、決勝進出数の決定をする。
※予選参加人数によってはブロック決勝を行う場合がある。
会場により、オープン・シニアカテゴリー限定にて、リエントリーシステムを導入する事がある。
STAGE１予選終了後、「１分３０秒 ３球￥３,０００-」にてリエントリーを募り、上位者を STAGE２
（当日の決勝）へ進出可能とする。条件は変更の場合あり、有無は会場にて発表する。

■使用クラブについて（全試合 SLE ルール適用！）
ＳＬＥルール適合クラブヘッド（ＣＯＲ0.830 以内）を使用すること。
各自でＲ＆Ａ／ＵＳＧＡ発行の「適合ヘッドリスト」を確認し、申込みをすること。
※適用の例外的な処置：適合申請中ヘッドは例外として使用を許可する。
ただし、日本決勝時点で適合ヘッドリストに掲載されない場合は、それまでに獲得した
権利と記録は抹消し、権利は次点者へ移行される。
※長さ：６０℃計測法により最大４８インチ(1.219 メートル)とする。
※その他のルールはＷＬＤＣルールを適用（特別な場合を除く）
※優勝者決定後、クラブに反発係数を上げるための改造が施されていないか、
確認作業を行うことがある。
■競技球について
・競技者は主催者が配布した公式ボールを使用しなければならない。
■ティーについて
・長さは、４インチ（101.6 ミリメートル）以下でなくてはならない。
・手作りのティーは、使用不可とし、ティーに紐やゴムなどの装着は不可とする。
■集合について
・グループごとの集合時間に遅刻する場合は失格とすることがある。
※無断欠場においては、次節以降の参加を取り消す場合がある。
既にエントリーフィの払い込みが完了していても、返金は行わない。

■競技時間と球数について
・原則として競技は３名で２分４５秒 ６球同時打ちとする。
※会場により、打席数・時間・球数を変更する場合がある。
・決勝・準決勝は２名で５分６球。
・オープンにおいて、優勝を決める決勝は１打席１名毎で時間無制限とする。
■競技の開始と終了について
・競技の開始（タイマースタート）は規定数のボールを見える状態で地面に置き、３名
（１名・２名）の選手がティアップを済ませ、それぞれ選手紹介が終了した時点から
とする。
・終了は規定数の持ち球の消化もしくは規定時間の終了の何れか早い方とする。
■測定基準について
・測定する基準の場所は、ティインググラウンドの打席中心部（セパレーターの中心）
からグリッド内の静止したボール位置まで。
レーザー飛距離測定器によって測定された距離を認定距離とする。
・測定範囲は左右幅４０Ｙ(狭まる場合あり)／縦幅２７０Ｙ以上を基準とする。
オープン(チャンピオンズ)ディビジョンは２７０Ｙ以上、シニア２５０Ｙ以上、ウィメンズ２００Ｙ
以上のグリッドを測定対象とする（境界線上のボールも含む）。悪天候等の場合は基準を
引き下げる場合がある。
※測定グリッドの外より何かに当たってグリッド内に止まった球、または測定外の地面に着弾後、
グリッドに入った球はファールとする。
※規定時間内に持ち球を打ち終えなかった（インパクトが出来なかった）球は測定外とする。
（それまでに打ち終わったグリッド内の最長飛距離のボールを測定する）
※意図するスイング（空振り）は、１打とみなす。
■同記録の場合
代表決定時など同記録となった場合は、サンドデスでプレーオフを行う場合がある。
■ルール外の裁定
規定のルール外の問題が発生した場合は、運営責任者の決定を最終決定とする。
（ブロック予選 毎のローカルルールを含む）
■嫌悪な気象条件の場合の対処法
競技の途中で降雨が激しくなった場合や、雷が接近している場合は競技を中断する。
中断が長時間に及んだ場合は、グループ内の途中記録を抹消し初めからやり直す場合がある。
競技が再開できる見通しがたたない場合、①各グループ単位で消化していれば、その時点で一
番飛んだ記録をもつ選手を優勝とする。②消化していなければ延期又は中止扱いとする。（最終
判断は各会場責任者が行い最終決定とする。）

【注意事項】
●エントリーフィ入金後はいかなる理由でも返金できません。参加会場の変更も出来ません。
●最終的な参加会場等の決定は事務局に一任させていただきます。
●会場・天候等の都合により、競技方式を変更する場合があります。
●最小開催人数に到達しない場合、大会を中止する場合があります。
●大会中に発生した傷害、事故等について応急処置のほかは主催、協賛、協力の各団体は
一切責任を負いません。
●競技開始前の練習について、近隣のゴルフ練習場で練習する際には、必ずゴルフ場フロント
にて、練習可能か聞いてください。聞かずに練習してネットを越えて、トラブルを起こした場合
には自己責任になり、弊社ドラコン大会への出場資格を取消しいたします。
（東名ＣＣの会場では、ブロック毎に５分程の練習時間を設けています）
●日本国刑法に問われている者、或いは、現在・過去において暴力団に関係する者及び
これらに準ずると判断される者は、本競技の参加を認めません。
●本競技の品位を損なう行為があった場合は、プレー中であっても即刻、競技への参加を
取り消します。
●参加者の顔写真および氏名等を使用する権利は大会事務局に帰属させていただきます。
●お申込みされた方の個人情報は大会に関するご連絡に利用させていただく他、
ゴルフダイジェスト社及び協賛各社よりイベント・出版物・販売物等の資料送付に利用させて
いただくことがあります。 ご希望されない方はご連絡をお願いします。
●お申込みされた方の個人情報はゴルフダイジェスト社及び協賛各社が責任を持って管理し、
業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求め
られた場合は除く）。
●ゴルフ場内のロッカー、浴場は原則使用不可。飲食は現金にて精算する。
（混雑時は席が限定される場合や、レストラン使用不可の場合あり）
●受付時にクラブチェックがあるので総ての使用クラブを持参すること。
●小さなお子様や幼児をお連れの場合は保護者の方が十分に管理をし、マナーを守ること。
●応援に来られる方がいる場合は（同行者に）様々な注意点があることをお伝え下さい。
【大会・エントリーについての問い合わせ】
ラフサイド内 ドラコン選手権事務局
電話：03-3836-0889（平日 10：00～17：00）

