
 
    
 

中高生の部 決勝大会実施要項 

と き  平成３１年３月１６日（土）～１８日（月） ※３月１５日（金）指定練習日 

ところ  ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 

〒321-3301 栃木県芳賀郡芳賀町給部 268-6 TEL:028-677-3111 FAX:028-677-3113 
 
ゴ ル フ 規 則  2019 年 JGA ゴルフ規則及び本競技特別規則を適用。 

競 技 の 条 件 各部それぞれ 18 ホールズ・ストロークプレーの 3 日間競技。 

※険悪な気象条件その他で、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ります。 

※【予選カット】今大会は 2日目終了時点で予選カットを行なう。 

最終日進出者は 12 歳～18 歳の男女の部、各 60 位タイまで。 

 

定 員 男子の部：80 名、女子の部：80 名 

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 地区大会の各会場各部優

勝選手。及び全国ランキングによる予選通過者。※JJGA 会員であること。 

エ ン ト リ ー 費  14,000 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 

諸 費 用 プレー費：3 月 15 日(金)・18 日(月)：5,000 円(昼食付)、3 月 16 日(土)・17 日(日)：7,500 円(昼食付)。 

※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。 

免 税 書 類 初めてロイヤルメドウゴルフ倶楽部でプレーする選手は、競技当日フロントに生徒証または在学証明書(健

康保険証)のコピーを提出してください。提出しない選手及び18歳の選手にはゴルフ場利用税が課税されま

す。 

参 加 賞   日本ジュニアゴルフ協会から特製スポーツタオル、タイガー魔法瓶株式会社及びキャロウェイゴルフ株式会

社から参加賞が贈呈されます。 

申 込 締 切 日  2 月 1 日（金）午後 5 時までにマイページから参加表明を行ってください。 

（締め切り後の受付は一切受理いたしません。） 

 賞    15 歳～18 歳 男子の部・女子の部（高校生） それぞれ優勝～3位 クリスタル楯と賞状 

12 歳～14 歳 男子の部・女子の部（中学生） それぞれ優勝～3位 クリスタル楯と賞状 

（株）PALMAX よりグリップ 1セット（3位がタイの場合は最終日のスコアが良い選手）が贈られます。 

各部門の優勝者にはタイガー魔法瓶株式会社、キャロウェイゴルフ株式会社、ピンゴルフジャパン株式会

社、株式会社シャフトラボより副賞が贈られます。 

S A H A R A ラ ン キ ン グ 今大会の成績（部門男女別）は、2018 年度 SAHARA 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予定。 

特 典 ①この大会は「ワールドアマチュアゴルフランキング」の対象試合であり、大会結果は R＆A へ送られる。 

②この大会において、12 歳～18 歳男女の部の総合優勝者を、AJGA Kansas Junior at Buffalo Dunes（米

国、カンザス州、6/17～6/20、男子 1 名、女子 1 名）に派遣する。 

 

＜大会注意事項＞ 

1. ゴルフ場(打撃練習場、レストラン)は、大会期間中午前 6時 30 分（予定）開場となります。 

2. 指定練習日に保護者、コーチ等とラウンドすることはできません。決勝大会出場選手とのペアリングになります。 

3. 納入されたエントリー費は、2 月 1 日（金）までに、キャンセルされる場合はエントリー費を返金いたします。それ以降は、

やむを得ない事情があっても返金をいたしません。予めご了承ください。 

4. 大会当日、病気その他の理由で出席できない場合は、3 月 14 日(木)午後 5 時までは「マイページ」又は日本ジュニアゴルフ

協会へ電話にて、それ以降はゴルフ場へ必ず電話で報告すること。無断欠席した場合、以降大会への出場を認めません。 

5. 指定練習日と大会 1・2 日目の組合せは、開催 10 日前までに JJGA のホームページに掲載いたします。最終日の組合せは大会

2 日目の午後 7 時頃に JJGA のホームページに掲載します。 

6. 表彰式は競技終了後に行ないます。表彰対象選手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

しいたしません。また、SAHARA ランキングの獲得ポイントも順位通りではなく、入賞外で一番高いポイント(例：4位のポイ

ント)に変更になります。飛行機・新幹線などのチケット発券はご注意願います。 

7. 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。また、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。 

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 
      井筒まい泉株式会社 



＜ゴルフ場からのご案内＆諸注意＞ 

≪指定練習日以外の練習ラウンドについて≫ 

ジュニア料金は平日 5,000 円（昼食付）、土日祝 7,500 円（昼食付）、ただし保護者が同伴でプレーすること。 
同伴保護者の料金は申込み方法により異なりますので、詳しくはゴルフ場までお問合せ下さい。 
 

 

 

 

≪大会期間中の食事について≫ 

朝食（6時 30 分（予定）～9時、500 円～） 

昼食（9時 30 分～ハーフ最終組ホールアウト 30 分後：バイキング形式、1100 円） 

※選手の昼食代はプレーフィーに含まれています。 

《選手》朝食・昼食の際、レストラン受付で、「名前とロッカー番号」を記入しご利用下さい。 

《保護者》朝食・昼食の際、「現金又は選手のホルダー（提示が必要）」を使用してご利用下さい。 

 

≪その他≫ 

1. 指定練習日と大会 1日目は、必ずゴルフ場フロントで受付をしてください。 

2. ロッカーキーは最終日にゴルフ場フロントへご返却下さい。 

大会期間中は各自で紛失しないよう管理して下さい。※紛失は 3,000 円の支払いが必要となります。 

3. ゴルフ場では最終結果の成績表の FAX 送信はしておりませんので予めご了承下さい。後日、日本ジュニアゴルフ協会までお

問い合わせいただくかホームページをご参照下さい。 

 

≪保護者の方へ≫ 

・ギャラリー、保護者のコース内の立ち入りは認めます（ただしカート道路上のみ）。コース内への立ち入りは、事故が起こって

も自己責任となります。主催者およびコースには責任がありませんのであらかじめご了承の上コース内へ立ち入り下さい。 

 ※別紙、「ギャラリーの皆様への注意事項」をご確認願います。 

・保護者のマナーが大変悪くなっています。ゴミの持ち帰り又は指定のゴミ箱への投入を改めてお願いします。 

・入場の際ジーパン・ジャージ等のラフな身なりでの来場はお断りしていますので、あわせてお願いします。 

・ティーイング・グランド及び練習グリーンの立ち入りは禁止します。 

・プレー中のプレーヤー及びキャディとの接触はやめて下さい。ただし、落し物や飲食物は渡すことができます。 

・コース内での携帯電話の使用は禁止します。必ず携帯の電源を切って下さい。但し、緊急の場合は使用を認めます。 

・車は駐車場に入れて下さい、進入道路には止めないようお願いします。 

【要注意】以上の事を守れない、競技委員等が注意をしても改善がみられない方は即刻退場していただきます。以後の大会も出場

を認めません。 

 

≪ゴルフ場までのアクセス≫ 

お車ご利用の場合  北関東自動車道  真岡 IC より 30 分  

 

≪ロイヤルメドウゴルフ倶楽部の送迎バス≫ 

3月 14 日（木）、午後 5時  JR 宇都宮駅からロイヤルメドウ GC まで 

3 月 15 日（金）～18 日（月）の大会期間中は下記の通り運行いたします。 

※ ご利用の選手はかならず 3 日前までにフロントへ予約すること。 完全予約制です。 

 

運行表 

JR 宇都宮駅東口→ロイヤルメドウ GC 午前 6：00  午前 7：30  

ロイヤルメドウ GC→JR 宇都宮駅東口 午後 4：00  午後 5：30 

※3 月 18 日（月）の午後 5：30 の便は表彰式終了後 30 分以内に発車します。 

 

≪近隣のゴルフ練習場≫  

イーストスターゴルフ（ゴルフ場から約 15 分） 宇都宮市野高谷町 980-1    TEL:028-667-7211  

営業時間、ＡＭ10:00～ＰＭ9:00 但し、土日祝はＡＭ9:00～ 

（要注意）練習ラウンドは、後続組の迷惑にならないように 1 ボールでプレーすること。ミスショット時に

練習球を打つこと、及びグリーン周りでのアプローチ・バンカー・パターの練習を禁止する。ただし、OB・

池に入った場合は除く。!!!後続組に迷惑をかける行為をした場合は参加資格を取り消します!!! 



 

≪ロイヤルメドウゴルフスタジアム メドウビレッジのご案内≫  

※宿泊予約は先着順ですが部屋数が少ないため、遠方から出場する選手、選手単身の宿泊を優先します。 

※お部屋のタイプはシングル（バス・トイレ別）が主で、ツイン（バス・トイレ付）の部屋は２部屋のみとなります。 

【注意！】親子で宿泊の場合はシングルにソファベッド対応となります。 

※ご宿泊ご希望の方はゴルフ場へ FAX（028-677-3113）にてお申込み下さい。 

白紙に宿泊者の①氏名、②年齢、③電話番号（日中繋がる番号）、④住所を必ず明記の上 FAX にてお申込み下さい。 

※宿泊予約は１月 19 日午前 10 時から１月 20 日午後 5 時までです。 

※申込み期間終了後、宿泊の権利を得た選手にはゴルフ場から電話で連絡がございます。 

※送信ミスや協会へ送られてきた FAX については無効となりますのでご注意ください。 

【重要】連絡なしでキャンセルされた場合は、キャンセル料金が発生しますのでご注意ください。（前日 50％／当日 100％） 

 

 

 ≪近隣宿泊施設のご案内≫ 

宿泊施設 所在地 連絡先 備考 

東横 INN 宇都宮駅前 宇都宮市今泉 1-4-29 028-624-1045 JR 宇都宮駅西口近く 

東横 INN 東武宇都宮駅西口 宇都宮市西 1-1-9 028-636-1045 東武宇都宮駅西口近く 

ホテルマイステイズ宇都宮 宇都宮市東宿郷 2-4-1 028-632-7777 JR 宇都宮駅東口近く 

ホテル サンシャイン 宇都宮市東宿郷 2-3-1 028-633-0123 JR 宇都宮駅東口近く 

スーパーホテル宇都宮 宇都宮市元今泉 4-19−20 028-639-9001 JR 宇都宮駅東口より約 7分 

ホテル シーラックパル宇都宮 宇都宮市陽東 5-20-12 028-689-5586 ゴルフ場まで約 30 分 

ホテル デルソル 宇都宮市陽東 5-32-1 028-660-6000 ゴルフ場まで約 30 分 

ホテル東日本 宇都宮 宇都宮市上大曽町 492 番地 1 028-643-5555 ゴルフ場まで約 45 分 

烏山城ＣＣホテル 那須烏山市大桶 2401 0287-83-1100 ゴルフ場まで約 45 分 

ホテル ルートイン真岡 真岡市長田字障子合 441-1 0285-80-2900 ゴルフ場まで約 40 分 

ホテル ルートイン宇都宮ゆいの杜 宇都宮市ゆいの杜 1-2-88 028-670-3500 ゴルフ場まで約 20 分 

※ご利用の場合、予約は各自でお願いします。また詳細はホテルへご確認ください。 

 

 
 
 
 
 〈お問い合わせ先〉 日本ジュニアゴルフ協会  〒530-0001 大阪市北区梅田 1-3-1 大阪駅前第一ビル 9F

TEL(06)6344-7668 ／ FAX(06)6344-7669 


