
＜大会名称＞ 第22回 RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント リクルートＣＵＰ2023夏季団体戦

＜主催＞ 株式会社リロクラブ

＜特別協賛＞ 株式会社リクルート

＜協賛＞ アクシネット ジャパン インク、

株式会社 縁、株式会社シティコミュニケーションズ、朝日ゴルフ株式会社、株式会社クレディセゾン、ヨネックス株式会社

＜協力・後援＞ 株式会社BUZZ GOLF、有限会社カラーオフィス、各開催ゴルフ場

＜運営＞ 株式会社スコアネット

＜大会理念＞ 企業に属する社会人であれば誰もが参加できる競技ゴルフイベントを目指す。

ルール、マナー、エチケットを守ることができる社会人ゴルファー同士が、ゴルフを通じて交流ができる場を提供する。

＜出場資格＞ ・年齢25歳以上であること。（出場する大会当日を基準とする）

※生年月日の申告が必要。（エントリーフォームまたはエントリーシートに入力）

・性別、ハンデキャップ等の制限はなし。

・同一企業（団体職員・公務員）もしくは同一グループに属する正社員が、４名又は３名（１チーム）でエントリー可能。

　※同一グループとは、資本関係のある企業とする。

　※正社員とは、雇用期間の定めが無く、所定労働時間をフルに働く方及び常勤の役員等とする。

　※業務委託、契約、アルバイト、取引先（協力会社）の人、社外取締役は不可。

　※定年退職後の再雇用で、業務委託・契約・アルバイト社員になっても、出場資格は失わない。

　※シードチームは、分社や合併などの理由で出場資格を失ってもシードを獲得した翌年のみシード権を保持できる。

・反社会的勢力またはそれに関係している場合出場不可。また、反社会的勢力に協力している場合も出場不可。

・企業対抗ゴルフの大会理念に賛同できる方。

・アマチュアゴルファーであること。

　アマチュアゴルファーとは、ゴルフを報酬や営利を目的としないスポーツとしてプレーする人で、規則で決められている

　場合を除き、ゴルフ技術の指導や、ゴルフの手腕や名声があるためにしたことに対しての報酬を受け取らない人をいう。

　過去に一度でも報酬を受け取り、または受け取るための活動を行った場合は出場することはできない。

　（アマチュア資格保有者除く）

＜エントリー方法＞ ・ＷＥＢ及びメール・ＦＡＸでエントリー可能。（電話によるエントリーは受付不可）

・エントリーシートの提出＜選手名登録＞（各大会開催日の３週間前まで）

　※エントリー時に、選手登録済みの場合は提出不要。

・エントリーフィー決済期限：申込み後２週間以内。

　※期限を過ぎた場合、エントリー情報が取り消される場合がある。

　※決済方法は、エントリー後に詳細メールにて連絡する。

＜予選及び地区決勝通過後に提出するもの＞

・名刺等コピー（所属証明）の提出

　同じ企業に所属する証として、チームの選手全員分提出。

　提出方法は、画像データ（写メ）やＰＤＦをメール添付又はＦＡＸ（03/6450-4030）で送信提出すること。

　※①予選通過選手及び地区決勝大会出場選手

　※②地区決勝通過選手及び全国決勝大会出場選手

　選手全員分が提出されない場合は、地区決勝及び全国決勝大会に出場することはできない。

　　「名刺等コピー」の提出期限：順位が確定してから１週間以内とする。

　※虚偽の証明書等のご提出は、エントリーをお断りしております。

第22回 RELO CLUB 全日本企業対抗ゴルフトーナメント
リクルートＣＵＰ2023夏季団体戦

開催概要



＜参加費＞ 予選大会：（一般） 35,200円/チーム（税込）

予選大会：（ RELO CLUB会員） 26,400円/チーム（税込）

＜特定地域半額キャンペーン：対象会場＝4箇所＞

　くまもと中央カントリークラブ,佐賀カントリー倶楽部、宇部72カントリークラブ、麻生飯塚ゴルフ倶楽部

　予選大会：（一般） 17,600円/チーム（税込）

　予選大会：（ RELO CLUB会員） 13,200円/チーム（税込）

地区決勝大会：26,400円/チーム（税込）

全国決勝大会：22,000円/チーム（税込）

プレー代は、別途ゴルフ場でお支払いください。（割引併用は不可）

※1.RELO CLUB会員１名様分の番号が必要。（例：●●●●●●－●●●●　６桁４桁）

　　※2.チーム内構成が「女性のみ」で出場する場合、エントリーフィー（予選～全国決勝）を免除する。

　　注）「組合せ表」発表後に出場をキャンセルされた場合、キャンセル料（予選大会の場合：35,200円）がかかる。

　※3.「RELO CLUB会員初参加キャンペーン」を利用する場合、エントリーフィー（予選～全国決勝）を免除する。

　　注a）申込み時のチーム全員がRELO CLUB会員かつ初参加の場合、利用することが可能。

　　注b）「組合せ表」発表後に出場をキャンセルされた場合、キャンセル料（予選大会の場合：35,200円）がかかる。

　※5.2018団体戦以降、練習ラウンドを「じゃらんゴルフ」で予約された場合、エントリーフィーから2,000円/チームを割引。

＜適用＞

１予約につき１回利用可（予約会場、予約日、予約代表者、予約代表者電話番号の連絡が必要）

　①予約代表者が、出場選手でない場合は同一企業であることが確認できるものを提出が必要

　②予約代表者が、大会出場チームの選手

　③2018団体戦、2018-2019春季団体戦、2019夏季団体戦、 2020春季団体戦、2020夏季団体戦、2021春季団体戦、

　　2021夏季団体戦、2022春季団体戦、2022夏季団体戦、2023春季団体戦の予選・地区決勝・全国決勝会場となった

　　ゴルフ場が対象。

　④2023夏季団体戦予選会場の予約分は、2023夏季団体戦地区決勝大会以降で利用可能。

　⑤2023夏季団体戦地区決勝会場の予約分は、2023夏季団体戦全国決勝大会以降で利用可能。

　⑥2023夏季団体戦全国決勝会場の予約分は、次回大会以降で利用可能。

　※全国決勝大会前日の事務局扱いの予約は対象外。

＜競技方法＞ １８ホールズ・ストロークプレー、４名によるチーム戦。（詳細は別項目）

ＪＧＡゴルフ規則ならびに本大会ローカルルールを適用（詳細は別項目）

＜選手変更＞ ・選手変更は、回数及び人数の制限がなく、大会当日まで可能。

・ペアリングの変更は、大会前日の15:00まで変更可能。（大会前日の15:00以降は変更不可）

　※大会前日の連絡はメールのみ対応可能。（ＦＡＸ及び電話連絡は対応できません。）

　＜予選大会を通過したチームの選手＞

・「チーム」の地区決勝大会出場権を行使する場合、他の予選大会は４名とも出場不可。

・「チーム」の地区決勝大会出場権を放棄すれば、チームの選手（１～４名とも）は他の予選大会出場可能。

※北日本予選大会の場合、地区決勝大会はないので全国決勝大会と読み替える。

　＜地区決勝大会を通過したチームの選手＞

・「チーム」の全国決勝大会出場権を行使する場合、他の地区決勝（予選）大会は４名とも出場不可。

・「チーム」の全国決勝大会出場権を放棄すれば、チームの選手（１～４名とも）は他の地区決勝（予選）大会出場可能。

　＜前年地区決勝大会シードチームの選手＞

・「チーム」のシード権を行使する場合、予選大会は４名とも出場不可。

・「チーム」のシード権を放棄すれば、シードチームの選手（１～４名とも）は予選大会出場可能。

　＜前年全国決勝大会シードチームの選手＞

・「チーム」のシード権を行使する場合、予選及び地区決勝大会は４名とも出場不可。

・「チーム」のシード権を放棄すれば、シードチームの選手（１～４名とも）は予選及び地区決勝大会出場可能。

＜会場の選択＞ ・予選大会会場の選択は、チームの自由。

　※地域による出場制限はない。

・予選大会は、１会場（ゴルフ場）につき同一企業で３チームまで出場可能とする。

　※１予選会場の最少催行チーム数（３チーム）に満たない場合には、大会開催の実施を中止することがある。

　※他の予選大会への再エントリーは、予選不通過の場合のみ可能。

　※通過枠：各会場で、大会当日に発表する。

・予選通過した地区決勝大会会場以外の地区決勝会場へは変更できない。



＜組合せ表等当日のご案内＞

各大会開催日のおよそ１週間前に連絡者メールアドレスに通知し、大会ホームページに発表する。

　※組合せ（スタート時間）は、大会運営事務局で決定する。

＜ヤーデージ等＞

・各会場のヤーデージは、大会開催日のおよそ1か月前（予定）までに大会ホームページに公表する。

　※ヤーデージ・使用グリーンは、コースの状況により公表内容から変更される場合がある。

＜ティーングエリア＞ ・ 使用するティーは、下記の通り設定する。

　男性（一般）：約６４００～６９００ｙ

　男性シニア ： 約６０００～６４００ｙ

　女性（一般）及び女性・シニア ： 約６０００ｙ以下

　※会場によっては、上記ヤード設定及びシニアティ設定ができない場合がある。

・下記に該当する年齢の選手は、各会場で設定されたシニアティーを選択してプレーすることができる。

　男性シニア：プレー日満５５歳以上、女性シニア：プレー日満５０歳以上

　※基準日は、各大会開催日とする。

＜練習ラウンドのご案内＞

会場によって、予約受付が異なる。

申込み案内開始は、大会開催日の1か月前までに送信予定。（ゴルフ場により異なる場合がある）

①「じゃらんゴルフ」のサイトからご自身で予約。

　※大会ホームページのゴルフ場名をクリックし、当該ゴルフ場の「じゃらんゴルフ」のサイトから予約。

②大会運営事務局で申込み受付を行う。ゴルフ場に直接連絡することは控えること。

　※申込方法及び申込受付時期は、大会運営事務局から後日改めて連絡者にメール送信する。

＜賞典＞ ・各予選大会にて出場者全員に参加賞贈呈

・各予選大会のトップ通過チームには副賞を贈呈。

・各予選大会のトップ通過チームは地区（全国）決勝大会のエントリーフィーを免除。

・各地区決勝大会にて出場者全員に参加賞贈呈

・各地区決勝大会のトップ通過チームには副賞を贈呈。

・各地区決勝大会のトップ通過チームは全国決勝大会のエントリーフィーを免除。

・2023夏季団体戦各地区決勝大会上位3チームには、2024夏季団体戦地区決勝大会から出場可能。

・全国決勝大会にて出場者全員に参加賞贈呈

・全国決勝大会の上位5チームには副賞を贈呈

・2023夏季団体戦全国決勝大会上位10チームには、2024夏季団体戦全国決勝大会から出場可能。



＜全国決勝大会＞

〇開 催 日 2023年9月16日（土）

〇会　 　場 静岡カントリー浜岡コース＆ホテル　（https://scg.jp/hamaoka/）

〒437-1615 静岡県御前崎市門屋2070-2

TEL：0537-86-3311

〇出 場 数 84チーム（予定）

※全国決勝大会への進出チーム数は、参加人数により変更する場合がある。

〇出場資格 2022シードチーム（10チーム）

今大会の各地区決勝大会及び一部予選大会通過チーム

・各地区決勝大会及び予選大会規定の上位チームが全国決勝大会に進出。

　※全国決勝大会出場辞退が発生した場合は、各会場において次点のチームが繰上がるものとする。

　　会場によっては、全体のエントリー数から計算する場合がある。

＜各地区決勝大会＞ ・各予選大会規定の上位チームが各地区決勝大会（北日本地区は全国決勝大会）に進出。

　※地区決勝大会出場辞退が発生した場合は、各会場において次点のチームが繰上がるものとする。

　　会場によっては、全体のエントリー数から計算する場合がある。

①北関東　〇開 催 日 2023年8月5日（土）

〇会　 　場 ＰＧМ石岡ゴルフクラブ（https://www.pacificgolf.co.jp/ishioka/）

〇出 場 数 40チーム（予定）

※全国決勝大会への進出チーム数は、参加人数により変更する場合がある。

〇出場資格 2022年シードチーム（3チーム）

②南関東　〇開 催 日 2023年8月20日（日）

〇会　 　場 レイクウッドゴルフクラブ西コース　（http://lake-wood.co.jp/lakewood/）

〇出 場 数 40チーム（予定）

※全国決勝大会への進出チーム数は、参加人数により変更する場合がある。

〇出場資格 2022年シードチーム（3チーム）

③東近畿　〇開 催 日 2023年8月12日（土）

〇会　 　場 城陽カントリー倶楽部 東コース　（http://www.joyo-cc.co.jp/top/index.html）

〇出 場 数 26チーム（予定）

※全国決勝大会への進出チーム数は、参加人数により変更する場合がある。

〇出場資格 2022年シードチーム（3チーム）

④中部 　 〇開 催 日 2023年8月19日（土）

〇会　 　場 南山カントリークラブ　（http://www.nanzan-cc.com/）

〇出 場 数 30チーム（予定）

※全国決勝大会への進出チーム数は、参加人数により変更する場合がある。

〇出場資格 2022年シードチーム（3チーム）

⑤圏央　  〇開 催 日 2023年8月13日（日）

〇会　 　場 武蔵丘ゴルフコース　（https://www.princehotels.co.jp/golf/musashigaoka/）

〇出 場 数 40チーム（予定）

※全国決勝大会への進出チーム数は、参加人数により変更する場合がある。

〇出場資格 2022年シードチーム（3チーム）

⑥西近畿　〇開 催 日 2023年8月26日（土）

〇会　 　場 加古川ゴルフ倶楽部　（http://www.kakogawa-gc.jp/）

〇出 場 数 30チーム（予定）

※全国決勝大会への進出チーム数は、参加人数により変更する場合がある。

〇出場資格 2022年シードチーム（3チーム）

⑦中国九州　〇開 催 日 2023年8月26日（土）

〇会　 　場 小倉カンツリー倶楽部　（http://www.kokura-cc.com/）

〇出 場 数 30チーム（予定）

※全国決勝大会への進出チーム数は、参加人数により変更する場合がある。

〇出場資格 2022年シードチーム（3チーム）



＜注意事項＞ ・参加費（エントリーフィー）の支払後は、いかなる理由でも返金致しません。

　※（地震、風水害、積雪、事件、事故等による中止の場合も含む）

　各会場ごとに参加費（エントリーフィー）をお支払い下さい。

・虚偽申告は認めません。その場合は出場が取り消されます。

・本大会中に発生した疾病や紛失、破損、その他の事故等に際し、主催、協賛、運営、後援、協力等の各団体は

　一切責任を負いません。

・最終的な参加会場等の決定は、大会運営事務局に一任させて頂きます。

・運営者が認めるものについて、写真販売等の委託販売を行うことがあります。

・本大会の品位を損なう行為があったと判断した場合は、プレー中であっても即刻、競技への参加を取り消します。

・参加者は各ゴルフ場運営主体が定める利用に当たってのルールに関し、自らの責任でこれを確認し従うこととします。

　上記ルールに抵触した場合は各ゴルフ場運営主体により入場を拒否されたり、プレーを途中で禁止されたりすることも

　ありますのでご注意ください。

・無断でのキャンセルに関しましては、今後の大会出場をお断りする場合がございます。

・キャンセルなどの場合は、必ず大会運営事務局までメールにてご連絡ください。

　※大会当日は、出場するゴルフ場にも電話にてご連絡ください。

・参加者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体又はその構成団体の

　構成員であると判断した場合は、大会参加をお断りします。

・公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催者は一切責任を負いません。

・エントリーフィーの領収証発行依頼は、領収証お宛名及び送付先を大会運営事務局にメールにてご連絡ください。

＜個人情報について＞・運営者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人

　情報保護方針に基づき個人情報を取り扱います。また、主催者もしくは委託会社から申込内容に関する確認連絡

　をさせて頂くことがあります。

・参加者の承諾なく個人情報を第三者に開示または提供致しません。

・エントリー時にご提供頂いた個人情報は次の利用目的以外には使用致しません。

　［1］大会運営事務局より、お申込者への案内通知（メール等）の送付またはその為の問合せに利用する為

　［2］参加者状況を集計し今後の活動方針の資料などとして利用する為

　［3］アンケートを居住地、年齢、性別などの項目別に集計する際に利用する為

　　※［2］［3］は個人が特定できない形にて利用致します

　［4］本大会における組合せ、結果表示につきましては、主催者ホームページ並びに主催者が配信する各種メルマガ

　　　などで開示致します。

・参加者の肖像(顔写真、映像等)及び氏名、年齢、ハンディキャップ、競技歴及び自己紹介等の個人情報を大会

　主催者及び管轄所轄団体に権利を帰属させて頂くと共に、印刷物、情報メディアなどによる商業利用させて頂く

　ことがあります。

・大会中の写真、映像、記事、記録、申込者の氏名、年齢、住所（国名、都道府県名又は市町村名）等のインター

　ネット、新聞、雑誌、テレビ等への掲載権と肖像権は主催者に属します。

＜問い合わせ＞ 大会運営事務局　＜株式会社スコアネット内＞

お問合せフォーム：http://www.kigyo-golf.com/?page_id=9814

E-Mail：jimukyoku@kigyo-golf.com/

電話：03-4588-6301（平日10:00～18:00※土日祝を除く）

※メールでのお問い合わせが確実です。
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