
１．開催期日

２．開催場所 青野運動公苑　アオノゴルフコース　（６，５６８ヤード　パー７１）

〒６７５－２４０４　兵庫県加西市油谷町６３９－３　TEL：０７９０－４５－１５５６　FAX：０７９０－４５－０９９０

３．主催

４．共催 兵庫県企業庁

５．後援 兵庫県、（株）神戸新聞社、（株）デイリースポーツ、兵庫県プロゴルフ会、関西ゴルフ練習場連盟

６．特別協力

７．協賛

８．決勝出場者数 アマチュアの部　１２４名、プロ・研修生の部　６８名　計１９２名（含むシード）

９．エントリーフィ 決勝大会  １０，８００円 ※アマチュア復活戦のエントリーフィは無料

決勝大会  １５，４００円 ※エントリーフィ及びプレーフィは当日支払い

１０．賞金総額 ２，２００，０００円　（優勝賞金　５００，０００円）

①

②

③

④

①

②

【競技規則】 日本ゴルフ協会のゴルフ規則及び特別規則を適用する。尚、予選・決勝とも使用ティーは男女同一とする。

【参加賞】 参加者全員に参加賞、アマチュア予選通過者にはクォリファイ賞を贈呈する。

【申込み方法】 所定の申込書に必要事項を記入の上、コースフロント又はＦＡＸにてお申込み下さい。

エントリーフィは予選日当日のお支払いとなります。※事前の入金は必要ありません。

　 各予選日の７日前以降のキャンセルの場合、キャンセルフィ３，２４０円が発生します。

【申込み締切日】 ３月３１日（日）

【組合せ・ﾌﾟﾚｰｽﾀｲﾙ】 事務局にて組合せ、各選手に郵送する。プレースタイルは乗用カートによるセルフプレーとする。

【注意事項】 大会中（予選・決勝）に撮影を行う場合があります。その場合、参加者の顔写真・映像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。尚、予選・決勝の成績表は、青野運動公苑ホームページにて掲載いたします。

【お申込み・お問い合わせ】 青野運動公苑　アオノゴルフコース内　『アオノオープンゴルフ２０１９』事務局

〒６７５－２４０４　兵庫県加西市油谷町６３９－３　ＴＥＬ：０７９０－４５－１５５６　ＦＡＸ：０７９０－４５－０９９０

予選会  ３，２４０円

予選会  ３，２４０円

アマチュアの部

プロ・研修生の部

ティーチングプロ・研修生予選 ４月１５日(月）

アマチュア予選
※いずれか１日

４月８日(月）

４月２６日（金）

４月２９日（祝）

西近畿地区
日本プロゴルフ協会

ＴＰ会員

日本プロゴルフ協会
ＴＣＰ会員、

ティーチングプロ、
インストラクター、

研修生

キャンセルフィ
発生日

４月１日（月）以降

４月１９日（金）以降

４月２２日（月）以降

４月２９日（祝）以降

４月４日（木）以降

４月８日（月）以降

※各予選において、悪天候など不測の事態が生じた場合は競技委員会の判断により、競技方法を変更する事がある。

ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ａｏｎｏｕｎｄｏｕｋｏｕｅｎ．ｃｏｍ アオノゴルフ

参加資格

　１８ホール・ストロークプレー
　タイの場合はインコースのマッチング
　スコア方式により決める。
　予選通過人数：２０名（含むシード）

　１８ホール・ストロークプレー
　タイの場合は１８番ホールからのカウン
ト
　バックにより決める。
　予選通過人数：４８名（含むシード）

　１８ホール・ストロークプレー（スクラッチ）
　タイの場合はインコースのマッチング
　スコア方式により決める。
　各日予選通過人数は参加者数の
　比例配分方法。
　予選通過人数：総数１２４名（含むシー
ド）

５月１１日（土）

プロ予選 ４月１１日（木）

５月６日（祝）

アマチュア復活戦
※いずれか１日

５月１０日（金）

第３回兵庫県知事杯 アオノオープンゴルフ２０１９　予選　募集要項

予選 開催日 競技方法他

ハンディキャップ２０
程度迄のプレーヤー

予選にエントリー
した選手に限る

（総数１０名選出）

　　 第３回兵庫県知事杯 アオノオープンゴルフ２０１９

大会実施要項

決勝大会　 ２０１９年６月１０日（月）

ニホンターフメンテナンス株式会社

（公社）日本プロゴルフ協会

（株）ダンロップスポーツマーケティング、キリンビール（株）、キリンビバレッジ（株）、大塚製薬（株）他



開催期日 ２０１９年６月１０日（月）

［指定練習日］　６月６日（木）、６月７日（金）

出場資格 アマチュア ①２０１８年度アオノオープン３位タイまでの選手

②２０１８年度アオノクラブ選手権　優勝者

③第１０回ＫＧＰＵアマチュアゴルフ選手権　優勝者

④予選通過者

プロ・研修生 ①過去２年間のアオノオープン優勝者

②２０１８年度アオノオープン３位タイまでの選手

③ニホンターフメンテナンス株式会社の推薦選手

④４月３日（水）開催　PGCツアーオープントーナメント　ＰＧＡ西近畿地区所属ＴＰ会員　最上位者

⑤第２７回関西ゴルフ練習場連盟トーナメント　研修生最上位者

　 ⑥予選通過者

競技方法 １８ホール・ストロークプレー（スクラッチ）

※悪天候など不測の事態が生じた場合は競技委員会の判断により、競技方法を変更する事がある

競技規則 日本ゴルフ協会のゴルフ規則及び特別規則を適用する。※使用ティーは男女同一とする。

出場者数 アマチュアの部　１２４名、プロ・研修生の部　６８名　計１９２人（含むシード）

申込み方法 各予選会終了後、有資格者に案内する

申込み締切日 ５月２５日（土）

シード権 ①プロ優勝者に２年間のシード権

②プロ２位・３位タイ、アマ３位タイ迄の選手に次年度大会のシード権

③アマシニア優勝者にアオノシニアオープン２０１９決勝の出場資格

プレースタイル 乗用カートによるセルフプレーとする

各部表彰・特別賞

等賞

優勝 レプリカ

兵庫県知事賞

関西ゴルフ練習場連盟ベストアマ賞

副賞

２位 盾・副賞

３位 盾・副賞

４位～１５位 賞品

　①シニア優勝　　　　　　　　　　　　　　　　賞品

　　（アマチュア満５５歳以上）　　

　②コースレコード賞 １００，０００円

　③ホールインワン賞 １００，０００円

　　（８番ホール）　　

　※但し、②③でアマチュアが該当した場合は記念品を贈る。

第３回兵庫県知事杯　アオノオープンゴルフ２０１９　決勝大会要項

プロ・研修生の部　優勝～６８位 アマチュアの部　

順位 賞金額 賞品

優勝 ５００，０００円、レプリカ

２位 ２５０，０００円

３位 １８０，０００円

４位 １５０，０００円

５位 １３０，０００円

６位 １００，０００円

７位 ７５，０００円

８位 ６５，０００円

９位 ５５，０００円 ≪　特　別　賞　≫

１０位 ５０，０００円

１１位 ４５，０００円

１２位 ３５，０００円

１３位 ３０，０００円

１４位 ２５，０００円

１５位～２０位 ２０，０００円

２１位～５０位 １０，０００円

５１位～６８位 ５，０００円

　 　



出場部門 男　・　女

ふりがな

氏名

　〒 ホームコース

所属先

ＨＤＣＰ

電話 携帯電話

　 　

【競技規則】 　　日本ゴルフ協会のゴルフ規則及び特別規則を適用する。尚、予選・決勝とも使用ティーは男女同一とする。

【参加賞】 　　参加者全員に参加賞、アマチュア予選通過者にはクォリファイ賞を贈呈する。

【エントリーフィ】 ※エントリーフィ及びプレーフィは当日支払い　　○アマチュア予選　３，２４０円　　・　　○ティーチングプロ・研修生予選　３，２４０円 　

【組合せ・ﾌﾟﾚｰｽﾀｲﾙ】　　事務局にて組合せ、各選手に郵送する。プレースタイルは乗用カートによるセルフプレーとする。

　　大会中（予選・決勝）に撮影を行う場合があります。その場合、参加者の顔写真・映像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。

　　尚、予選・決勝の成績表は、青野運動公苑ホームページにて掲載いたします。

　　青野運動公苑　アオノゴルフコース内　『アオノオープンゴルフ２０１９』事務局宛

　　〒６７５－２４０４　兵庫県加西市油谷町６３９－３　ＴＥＬ：０７９０－４５－１５５６　ＦＡＸ：０７９０－４５－０９９０

出場資格 表彰 【アマチュアの部】

アマチュア ①２０１８年度アオノオープン３位タイまでの選手 優勝 レプリカ、兵庫県知事賞、

②２０１８年度アオノクラブ選手権　優勝者 関西ゴルフ練習場連盟ベストアマ賞、副賞

③第１０回ＫＧＰＵアマチュアゴルフ選手権　優勝者 ２位・３位 盾、副賞 ４位～１５位 賞品

④予選通過者 【プロ・研修生の部】

プロ・研修生 ①過去２年間のアオノオープン優勝者 優勝 賞金　５００，０００円、レプリカ

②２０１８年度アオノオープン３位タイまでの選手 ２位～６８位 配分表による賞金

③ニホンターフメンテナンス株式会社の推薦選手 【特別賞】

④４月３日（水）開催 ＰＧＣツアーオープントーナメント ①シニア優勝（アマチュア満５５歳以上） 賞品

④ＰＧＡ西近畿地区所属ＴＰ会員　最上位者 ②コースレコード賞 １００，０００円

⑤第２７回関西ゴルフ練習場連盟トーナメント　研修生最上位者 ③ホールインワン賞（８番ホール） １００，０００円

　 ⑥予選通過者 但し②③でアマチュアが該当した場合は記念品を贈る

エントリーフィ アマチュアの部　１０，８００円　：　プロ・研修生の部　５，４００円 シード権 ①プロ優勝者に２年間のシード権

※エントリーフィ及びプレーフィは当日支払い ②プロ２位・３位タイ、アマ３位タイ迄の選手に次年度大会のシード権

申込み方法 各予選会終了後、有資格者に案内する ③アマシニア優勝者にアオノシニアオープン２０１９決勝の出場資格

申込み締切日 ５月２５日（土） プレースタイル 乗用カートによるセルフプレーとする

ＦＡＸ№０７９０－４５－０９９０ 第３回兵庫県知事杯 アオノオープンゴルフ２０１９
アマチュア予選、ティーチングプロ・研修生予選　参加申込書

※ＦＡＸの場合は、番号のおかけ間違い、送信面（表裏）にご注意くださいますようお願いします。 ２０１９年　　　　　月　　　　　日

　　　　　アマチュア ティーチングプロ ・ 研修生 いずれか該当する方に○をしてください

生年月日

　Ｓ　　・　　Ｈ　　　　　　年　　　　　月　　　　　日生　満　　　　　歳

住所

※アマチュアの方のみ

予選出場希望日（いずれか１日）

希望日に○をしてください
予選① ４月８日（月）　 予選② ４月２６日（金） 予選③ ４月２９日（祝）　 予選④ ５月６日（祝）

第３回兵庫県知事杯　アオノオープンゴルフ２０１９　決勝大会要項　　　《　決勝大会開催日　６月１０日（月）　》

４月１日（月）以降
※予選①キャンセルフィ発生日

４月１９日（金）以降
※予選②キャンセルフィ発生日

４月２２日（月）以降
※予選③キャンセルフィ発生日

４月２９日（祝）以降
※予選④キャンセルフィ発生日

アマチュア予選
キャンセルフィ発生日

○ティーチングプロ・研修生予選は４月１５日（月）のみです。記入の必要はありません。※４月８日（月）以降のキャンセルの場合はキャンセルフィが発生します。

　　※各予選において、悪天候など不測の事態が生じた場合は競技委員会の判断により、競技方法を変更する事がある。

【申込方法】

【注意事項】

【お問い合わせ】

　　ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ａｏｎｏｕｎｄｏｕｋｏｕｅｎ．ｃｏｍ  アオノゴルフ

アマチュア予選 ハンディキャップ２０程度迄のプレーヤー

　１８ホール・ストロークプレー（スクラッチ）
　タイの場合はインコースのマッチングスコア方式により決める。
　各日予選通過人数は参加者数の比例配分方法。
　予選通過人数：総数１２４名（含むシード）

※各予選の申込み締切日は

３月３１日（日）です

　　所定の申込書に必要事項を記入の上、コースフロント又はＦＡＸにてお申込み下さい。

　　エントリーフィは予選日当日のお支払いとなります。※事前の入金は必要ありません。

　　各予選日の７日前以降のキャンセルの場合、キャンセルフィ３，２４０円が発生します。

ティーチングプロ・研修生予選
日本プロゴルフ協会ＴＣＰ会員、

ティーチングプロ、インストラクター、研修生

　１８ホール・ストロークプレー
　タイの場合はインコースのマッチングスコア方式により決める。
　予選通過人数：２０名（含むシード）

以上アオノオープンゴルフ２０１９の参加申込みを致します。ＦＡＸでの申込の場合、事務局がＦＡＸを受領及び必要事項の記載を確認した時点で申込受理となります。

第３回兵庫県知事杯 アオノオープンゴルフ２０１９　アマチュア、ティーチングプロ・研修生　予選　募集要項

予選 参加資格 競技方法

備考


