
 
    
 
 

小学生部 大会実施要項 
と き 平成３０年２月１７日（土）・１８日（日） ※２月１６日（金）指定練習日 

ところ サンコー72 カントリークラブ 

10 歳・11 歳男子、8 歳・9 歳男子：榛名→妙義コース 

10 歳・11 歳女子、8 歳・9 歳女子：赤城→榛名コース 

  〒370-2131 群馬県高崎市吉井町岩崎 2179  TEL：027-388-2800 / FAX：027-388-2072 
 
ゴ ル フ 規 則 2018 年 JGA ゴルフ規則及び本競技特別規則を適用する。 
競 技 の 条 件 各日それぞれ 18ホールズ・ストロークプレーの 2日間競技。 

※険悪な気象条件などで、適正なるプレーが不可能と判断した時はホール数を短縮することがあ
る。 

定 員 10・11 歳男子、8歳・9 歳男子：72 名、10 歳・11 歳女子、8・9歳女子：72 名。 
※定員に達しない場合は全国ランキングにより補充する。 

参 加 資 格 タイガー魔法瓶 presents 石川遼カップジュニアゴルフチャンピオンシップ地区大会に出場し、予
選を通過した選手（全国ランキング上位者）及び地区大会の各会場各部優勝者。 

エ ン ト リ ー 費 10,000 円（下記の指定口座に送金ください。） 

・ゆうちょ銀行間の送金 口座記号/番号：00970-5-89158 

・他銀行からの振込み ゆうちょ銀行 099 店（ゼロキュウキュウ） 当座：0089-158 

申 込 締 切 日 1 月 26 日（金）午後 5 時までに、マイページより参加表明を行ってください。（期限厳守）。 
 【注意！】 納入されたエントリーフィーは 1 月 26 日（金）午後 5時までに、キャンセル連絡が

あった場合は返金いたしますが、それ以降はいかなる事由があっても返金はいたしませんので、
予めご了承ください。 

諸 費 用 プレー代は各日 5,840 円（昼食付、税別）、朝食は（6 時～9 時）600 円（税別）。 

別途キャディフィー：4,000 円（税込）／1日。 

 諸費用は各自利用分を最終日にまとめての支払いとなる。  

参 加 賞 日本ジュニアゴルフ協会から特製バスタオル及び、タイガー魔法瓶㈱、キャロウェイゴルフ㈱よ

り参加賞を進呈します。 

賞     10・11 歳（小学 5年～6年）男子の部・女子の部 それぞれ優勝～3 位にクリスタル楯及び賞状 

優勝者にはタイガー魔法瓶㈱、キャロウェイゴルフ㈱、ピンゴルフジャパン㈱、㈱シャフトラボ

より副賞が贈られます。 

 8・9 歳（小学 3 年～4 年）男子の部・女子の部 それぞれ優勝～3 位にクリスタル楯及び賞状 

優勝者にはタイガー魔法瓶㈱、キャロウェイゴルフ㈱、ピンゴルフジャパン㈱より副賞が贈られ

ます。 

SAHARA ランキング 今会の成績（部門男女別）は、2017 年度サハラランキングにポイント（レベル 3）が加算されま

す。大会終了後、月刊新聞「FUTURE」・ホームページに掲載します。 
 

≪大会注意事項≫ 

1. 当日、ゴルフ場・打球練習場（スタート前の利用は一人 1 コイン／300 円までとする）・レストランは午前 6 時か

らオープンします。 

2. 大会当日、病気その他の理由で出席できない場合は、2 月 15 日（水）午後 5 時までは日本ジュニアゴルフ協会へ

TEL 又は FAX にて、それ以降はコースへ必ず電話で報告してください。無断欠席した場合は、以降大会への出場を

認めません。 

3. 2R の組合せは大会１日目の午後 6時頃に日本ジュニアゴルフ協会の HP に掲載します。 

4. 表彰式は競技終了後に８Ｆで行ないます。表彰対象者（優勝～3位）は必ず表彰式に出席すること。出席しない場

合は、賞状、楯、副賞はお渡ししませんので、飛行機・新幹線などの発券にはご注意ください。また、SAHSARA ラ

ンキングの獲得ポイントも順位どおりでなく、入賞外で一番高いポイント（4 位のポイント）に変更します。 

5. 大会中、撮影した映像の著作権及び肖像権は日本ジュニアゴルフ協会に帰属させていただきます。 

競技記録、選手紹介の公表にのみ個人情報を使用いたします。その旨に同意できない方は参加を認めません。 

6. 前日、当日に風、大雨、雷、雪などの天災で大会開催不可能な時、及び予備日を設けていない場合は、その大会

は中止とし、大会エントリー費はご返却いたします。ただし、大会開催中に起こった天災の場合は、少しでもプ

レーが進行した場合は競技を行ったものと同等の扱いとし、納入されたエントリー費は返還いたしませんので予

めご了承ください。また、９ホールの競技が終了していれば、その競技は成立したものとします。 

主  催：特定非営利活動法人 日本ジュニアゴルフ協会 後  援：月刊ゴルフ新聞「FUTURE」 
特別協賛：タイガー魔法瓶 株式会社           協  賛：キャロウェイゴルフ 株式会社 



〈ゴルフ場からのご案内＆諸注意〉 

≪指定練習日（２月１６日）以外での練習ラウンドについて≫ 

指定練習日以外の日に練習ラウンドをしたい選手は、下記の料金（出場者特別料金、消費税込）でラウンドが可能で

す。 

・ジュニア料金 平日は、昼食付・セルフ 3,430 円（税別） 

 土日祝は、昼食付・セルフ 5,840 円（税別） 

・同 伴 保護 者 平日は、昼食付・セルフ 6,020 円（税別）土曜日は、8,800 円（税別） 

日祝は、昼食付・セルフ 8,340 円（税別） 

・キャディフィ ４Ｂ時＋3,500 円、３Ｂ時＋4,000 円、２Ｂ時＋5,000 円 

 

【注意！】 小学生の練習ラウンドは必ず保護者が同伴でプレーするか、キャディ付きでプレーしてください。 

・保護者が同伴プレーした場合は、セルフでもかまいません。 

・プレーをされない保護者の方はコース内に入ることはできません。予めご容赦下さい。 

・予約はコース 027-388-2800 に JJGA ジュニアゴルフ大会出場の旨を伝えて申込んで下さい。・また、土日祝の練習ラ

ウンドは予約枠に限りがありますので、早めに申込んで下さい。 

【注意！】 練習ラウンドをする選手は生年月日が確認できる公的証明書のコピーを持参してください。 

・17 歳以下の選手は在学証明書や健康証明書等を提出しないと利用税 700 円が課税されます。（決勝大会当日も持参

ください。） 

 

≪保護者（ギャラリー）の方へ≫ 

最近、保護者（ギャラリー）のマナーが大変悪くなっています。当クラブは、ジーパン等ラフな身なりでの来場はお

断りしています。また、クラブハウス内及び各施設内において、小さなお子様が走り回る・大声を出すことのないよう

保護者の皆様はエチケット・マナーを順守していだきますようお願いいたします。 

その他、観戦に関する注意事項は別紙をお読みください。 

【注意！】ゴルフ場のホテル宿泊をご予約の際は、個々でご予約をお願い致します。 

     また、キャンセルは早目にご連絡をお願い致します。 

 

≪その他≫ 

・ ロッカーキー、貴重品等の管理は各自で行って下さい。 

・ 3 日間（2/16～2/18）とも同じロッカーのご利用となりますので、ロッカーキーは 最終日に フロントへご返却

下さい。 

・ 3 日間（2/16～2/18）の個人利用分（プレー代、食事代、キャディフィー、宿泊代など）は最終日にまとめてのお

支払いとなります。 

・ ゴルフ場では各日の組合せ・成績表の FAX 送信はしておりません。 

後日、日本ジュニアゴルフ協会までお問合せいただくか、日本ジュニアゴルフ協会ホームページに掲載しますので

そちらからご覧願います。 

・  

≪ゴルフ場までのアクセス≫ 

お車ご利用の場合 上信越道：吉井 IC より約 3km（所要時間約 7分） 

電車ご利用の場合 JR 高崎線：高崎駅 東口より送迎バス(約 5km、所要時間約 10 分) 

 ※定員になりましたら、ご乗車出来ない場合がありますのでご注意下さい。 

 

≪近隣宿泊施設のご案内≫  

※ご利用の場合、予約は各自でお願いします。 

※掲載している料金は、あくまでも目安となる料金です。 

料金は曜日、プラン、会員別により異なりますので、詳細はホテルへ直接お問合せ下さい。 

 

ホテル名/住所 連絡先/アクセス 料金 

東横イン 

群馬県高崎市鶴見町 2-2 

TEL：027-323-1045 シングル：4,500 円～ 

ツイン：7,500 円～ ゴルフ場まで約 15 分 

高崎ビューホテル 

群馬県高崎市柳川町 70 

TEL: 027-322-1111 Std シングル：6,200 円～、Std ツイン：15,400 円～ 

駐車場有 ゴルフ場まで約 30 分 

高崎ワシントンホテルプラザ 

群馬県高崎市八島町 70 

TEL: 027-324-5111 シングル：8,140 円～ 

ツイン：16,280 円～ ゴルフ場まで約 15 分 

メトロポリタン高崎 

群馬県高崎市八島町 222 

TEL: 027-325-3311 シングル：7,700 円～（素泊り）/9,200 円～（朝食付） 

ツイン：13,900 円～（素泊り）/16,900 円～（朝食付） ゴルフ場まで約 15 分 

ホテルサンコー高崎 

群馬県高崎市栄町 14-3 

TEL：027-326-3570 シングル：2,870 円～ 

ツイン：7,290 円～ ゴルフ場まで約 15 分 

 
 


