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平成 25 年度(
年度(第 68 回)国民体育大会(
国民体育大会(スポーツ祭東京
スポーツ祭東京 2013)
2013)
山口県代表選手
山口県代表選手選考
選手選考会
選考会 出場有資格者
（成績順・敬称略・太字は重複選手・※は出場無資格者）
○成年男子
・ぎふ清流国体山口県代表選手３名
中村 尊史・※玉川 竜（辞退）
・平野 早人
・平成 24 年度日本アマチュアゴルフ選手権競技出場者（有資格者）
中村 尊史
・平成 24 年度山口県アマチュアゴルフ選手権競技上位３名（有資格者）
國信 卓己・濱田 淳・山本 隆大
・平成 24 年度山口県オープンゴルフ選手権競技上位３名（有資格者）
中村 尊史・新本
節男・田中 智也
尊史
・平成 24 年度(第 16 回)山口県民ゴルフ大会決勝競技総合成績上位１０位
平野 早人・中國
修・益田 佳明・田中 英雄・若崎 透・平原 稔弘
早人
豊田 智彦・川﨑 義人・河本 貴博・亀石 浩幸

○女

子

・ぎふ清流国体山口県代表選手３名
増山 うらん・松本 きよみ・田上 妃奈子
・平成 24 年度日本女子アマチュアゴルフ選手権競技出場者（有資格者）
※江原 詩織（出場資格なし）
・松本
松本 きよみ
・平成 24 年度日本ジュニアゴルフ選手権出場者（有資格者）
木下 彩
・平成 24 年度山口県女子ゴルフ大会（春・秋）総合成績上位３名（有資格者）
(春季)

時乗 奈々・真子 紗知・熊澤 亜美

(秋季)

木下 彩・松本
松本 きよみ・志波
八千代
きよみ

・平成 24 年度(第 16 回)山口県民ゴルフ大会決勝競技上位１０位
真子 紗知・木下
時乗 奈々・坂部
奈々・松枝 香・松本
松本 きよみ
紗知 木下 彩・時乗
奈々
熊澤 亜美・西島
ひとみ・福田 みちえ・松岡 邦江
亜美

※｢女子｣において、山口県代表選手選考会への少年女子種別の出場有資格者がいな
いか１名の場合、少年女子種別の出場有資格者が２名になるよう、平成 24 年度(第
16 回)山口県民ゴルフ大会決勝競技上位 10 位に次ぐ少年女子種別の選手に山口県
代表選手選考会への出場資格を与える。
○少年男子
・平成２３年度 全国高等学校(中学校)ゴルフ選手権(春季大会)の出場者。
(高校) 松田 直哉・富岡 拓夢・寺岡 颯太
(中学) 植田 富貴
・平成２４年度（第２８回）山口県ジュニアゴルフ選手権（春）
男子１５歳～１７歳の部 上位３位タイ
松田 直哉・※貴舩
直哉
耕平（出場資格なし）
・富岡
富岡 拓夢
男子１２歳～１４歳の部 優勝者（プレーオフの場合タイを含む。
）
※中原 秀馬（出場資格なし）
・平成２４年度 山口県アマチュアゴルフ選手権上位５位入賞者。
※中原 秀馬（出場資格なし）
・富岡
富岡 拓夢
・平成２４年度 日本アマチュアゴルフ選手権の出場者。
なし
・平成２４年度 日本ジュニアゴルフ選手権の出場者。
富岡 拓夢・寺岡
拓夢 寺岡 颯太・植田
颯太 植田 富貴
・平成２４年度 全国高等学校(中学校)ゴルフ選手権(夏)の出場者。
(高校)

富岡 拓夢・寺岡
寺岡 颯太・植田
颯太 植田 富貴・
富貴・松田 直哉

(中学)

なし

・平成２４年度 ぎふ清流国体の山口県代表選手
富岡 拓夢・松田
拓夢 松田 直哉・植田
直哉 植田 富貴
・平成２４年度（第２９回）山口県ジュニアゴルフ選手権（夏）
男子１５歳～１７歳の部 上位３位タイ
松田 直哉・
直哉・富岡 拓夢・
拓夢・植田 富貴・
富貴・※伊藤 晃（出場資格なし）
男子１２歳～１４歳の部 優勝者（プレーオフの場合タイを含む。
）
※中原 秀馬（出場資格なし）
・平成２４年度（第１２回）山口県オープンゴルフ選手権上位５位入賞者。
松田 直哉・
直哉・富岡 拓夢

・平成２４年度（第３０回）中国ジュニアゴルフ選手権新人戦
高校男子の部 上位５位タイ
富岡 拓夢
中学男子の部 上位３位タイ
なし
・平成２４年度 山口県高等学校ゴルフ選手権・中学生大会
男子１５歳～１７歳の部 上位３位タイ
徳光 祐哉・富岡
富岡 拓夢・舟橋
拓夢
龍聖
男子１２歳～１４歳の部 優勝者（プレーオフの場合タイを含む。
）
※中原 秀馬（出場資格なし）

・平成２４年度 全国高等学校(中学校)ゴルフ選手権(春季大会)出場者。
※平成 25 年 3 月開催。

・平成２５年度（第３０回）山口県ジュニアゴルフ選手権（春）
※平成 25 年 4 月開催。
男子１５歳～１７歳の部 上位３位タイ
男子１２歳～１４歳の部 優勝者（プレーオフの場合タイを含む。
）

※重複は繰り下げない。
※中学生は、第 68 回国民体育大会(スポーツ祭東京 2013)の参加有資格者とする。

平成 25 年度(
年度(第 68 回)国民体育大会(
国民体育大会(スポーツ祭東京 2013)
2013)
山口県代表選手選考会 日程・開催会場および選考方法
○成年男子・女子・少年男子
日程・会場
第１Ｒ 4 月 27 日(土)

和木ゴルフ倶楽部 １０：０６～

第２Ｒ 4 月 28 日(日)

〃

第３Ｒ 4 月 29 日(月祝)

〃

第４Ｒ 5 月 3 日(金祝)

宇部 72 ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ(万年池東) １０：０６～

第５Ｒ 5 月 4 日(土祝)

〃

第６Ｒ 5 月 5 日(日)

〃

選考方法
・１日１８ホールストロークプレーの６日間で開催。
・第１Ｒ～第３Ｒの合計５４ホールストロークプレーの上位６位タイが第４Ｒ
～第６Ｒへ進出。
・６位タイの選手で第４Ｒ～第６Ｒを行ない、第１Ｒ～第６Ｒのベストカード
５枚の合計ストロークの上位３名を山口県代表選手、次位を補欠選手とする。
※ベストカード５枚の合計が同数の場合、６枚の合計。６枚が同数の場合、ベ
ストストロークの比較。それでも決定しない場合は、セカンドストロークか
らの比較により決定する。
※第４Ｒ～第６Ｒは、選手の都合により１回の欠席は認めるが、同数による比
較が生じた場合、欠席した選手を下位とする。
◎荒天等の不測の事態による競技の短縮は、第１Ｒ～第３Ｒ・第４Ｒ～第６Ｒ
とも、それぞれ３６ホールの合計７２ホールで成立とする。競技が短縮にな
った場合、成立したすべてのラウンドの合計ストロークにより上位３名を山
口県代表選手、次位を補欠選手とする。同数の場合、ベストストロークの比
較。それでも決定しない場合は、セカンドストロークからの比較により決定
する。上記の６日間のうち、３日間が競技不能の場合、５月６日(月祝)を予
備日とする。
その他
・成年男子種別の選考会において、成績上位６位に平成２５年(第 17 回)山口県民ゴ
ルフ大会決勝競技への出場資格を与える。７位以下の選考会出場者全員に、同大

会２次予選への出場資格を与える。本選考会への出場者が、同大会１次予選に出
場した場合、本選考会において与えられる２次予選・決勝への出場資格は放棄し
たものとする。
（本選考会の順位の決定は、上記選考方法の※による）
・女子種別の選考会において、成績上位６位に平成２５年(第 17 回)山口県民ゴルフ
大会決勝競技への出場資格を与える。成績上位６位までの者が、県民ゴルフ大会
１次予選に出場した場合、本選考会において与えられる決勝への出場資格は放棄
したものとする。
（本選考会の順位の決定は、上記選考方法の※による）

平成２５年１月１７日
山口県代表選考委員長

木 原

寛

