平成 30 年 一般社団法人関東ゴルフ連盟
春季ジュニア・ゴルフスクール 実施規定
主 催

一般社団法人関東ゴルフ連盟(KGA)
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-18-11 銀座 SC ビル 4F
TEL 03-6278-0005

FAX 03-6278-0008

KGA ホームページ www.kga.gr.jp
主 管

公益財団法人日本ゴルフ協会(JGA)

協

公益社団法人日本プロゴルフ協会(PGA)

力

鷹之台カンツリー倶楽部
袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース
相模カンツリー倶楽部

1. 目

的

・中級者・上級者クラスは、一定の技術レベルがある競技出場者を対象とした内容で、ルール・
マナー講習を含めた18ホールの研修ラウンドを通じて、健全な競技者を育成する。
・初級者クラスは、技量に関係なく、ゴルフに興味のあるジュニアを対象とした内容で、練習
や数ホールのラウンドを通じて、ゴルフの楽しさや醍醐味を経験させる。

2. 参加資格

JGAジュニア会員で、平成30年4月2日以降、関東地区在住在校の、ラウンド経験がある小
学校1年生～3年生、小学校4年生～6年生の初級者/中級者・上級者および中学生・高校生
の初級者/中級者・上級者を対象とする。クラス分けは下記3.を参照のこと。
①

関東地区とは、KGA管轄の1都10県（新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、埼玉、
千葉、東京、神奈川、静岡）をいう。

②

KGAジュニア育成委員会は、参加に相応しくないと判断した者の参加資格を取り消す
ことができる。

③

JGAジュニア会員でない者は、先に公益財団法人日本ゴルフ協会のホームページより
JGAジュニア会員の申し込みをすること。

④

3.

平成30年4月2日以降の学校名および新学年でKGAホームページから申し込むこと。

初級者・中級者・上級者の分け方と目安
■中学生・高校生 ・小学生

共通

1ラウンドの平均ストロークにより次のように分けるので、申し込むクラスを判断すること。
上級者

99ストローク以下でラウンドできる技量

中級者

100～119ストロークの間でラウンドできる技量

初級者

120ストローク以上でラウンド経験がある事
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4. 開催日、会場、対象レベル、定員数、参加料
■中学生・高校生スクール
開催日

会場

3月26日(月)

3月30日(金)

鷹之台カンツリー倶楽部

袖ヶ浦カンツリークラブ
袖ヶ浦コース

対象者（定員）

参加料

中級者・上級者 — 60名

4,320円

初級者 — 40名

4,320円

中級者・上級者 — 60名

4,320円

初級者 — 40名

4,320円

※参加料（消費税込）には、プレー代、昼食代が含まれる。
■小学生スクール
開催日

4月2日(月)

会場

対象者（定員）

相模カンツリー倶楽部

参加料

4年生～6年生 中級者・上級者 — 40名

5,400円

4年生～6年生 初級者 — 20名

5,400円

1年生～3年生 — 20名

5,400円

※参加料（消費税込）には、プレー代、昼食代（参加者と親権者キャディーの2名分）が含まれる。
※親権者（準ずる方）と必ず2名1組で参加すること。

5. 内

容

■中学生・高校生スクール（持参した手引きカートを使用する）
【中級者・上級者スクール
①

119ストローク以下の者 】

スタート前にゴルフ規則書(2016年版)を使用し、ルール、エチケット、マナーおよびラウ
ンドの要領について講習会を行う。

②

18ホールのラウンド研修を行う。詳細は会場ごとに案内する注意事項で確認すること。

③

関東ジュニアゴルフ選手権を目指す者を対象に、競技用スコアカードの正しい記入方法や、
エチケット、マナーおよびルール等、競技に参加するにあたり、必要な事項に重点をおい
た指導を行う。

【初級者スクール

ラウンド経験があり120ストローク以上の者 】

①

参加が確定したジュニアへは事前アンケートに回答していただく。

②

午前中は各練習場で体を慣らし、事前アンケートを考慮して、9ホールをラウンドのクラス
と、数ホールをラウンドのクラスに分かれて、ルール、エチケット、マナーおよびラウン
ドの要領を中心にゴルフの楽しさを体験する。

■小学生スクール

※親権者がキャディーを務める（持参した手引きカートは親権者が運ぶ）

【中級者・上級者スクール
①

119ストローク以下の者 】

スタート前にゴルフ規則書(2016年版)を使用し、ルール、エチケット、マナーおよびラウ
ンドの要領について講習会を行う。

②

プロの指導による18ホールのラウンドレッスンを行う。なお、親権者（準ずる方）はキャ
ディーとして同行する。詳細は、案内する注意事項で確認すること。

③

関東小学生ゴルフ大会を目指す者を対象に、競技用スコアカードの正しい記入方法や、エ
チケット、マナーおよびルール等、大会に参加するにあたり、必要な事項に重点をおいた
指導を行う。
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【初級者スクール

ラウンド経験があり120ストローク以上の者 】

①

参加が確定したジュニアへは事前アンケートに回答していただく。

②

午前中は各練習場で体を慣らし、事前アンケートを考慮して、9ホールをラウンドするクラ
スと、数ホールをラウンドするクラスに分かれて、ルール、エチケット、マナーおよびラ
ウンドの要領を中心にゴルフの楽しさを体験する。

【小学校1年生～3年生のスクール

ラウンド経験がある者 】

①

小学校低学年クラスは親子でゴルフを楽しむ事を目的とする。

②

参加が確定したジュニアへは事前アンケートに回答していただく。

③

午前中は各練習場で体を慣らし、午後はルール、エチケット、マナーおよびラウンドの要
領を学びながら、ゴルフの楽しさを体験する。技量によっては内容を変更する場合がある。

6. 講師

■中学生・高校生

初級者・中級者・上級者スクール

一般社団法人関東ゴルフ連盟 ジュニア育成委員会委員
■小学生

中級者・上級者スクール

一般社団法人関東ゴルフ連盟 ジュニア育成委員会委員
公益社団法人日本プロゴルフ協会 会員
■小学生

初級者スクールおよび1年生～3年生スクール

一般社団法人関東ゴルフ連盟 ジュニア育成委員会委員

7.

申込期間

■中学生・高校生 ・小学生

共通

平成30年2月6日（火）正午 ～ 2月22日（木）17：00までとする。

8.

申込方法

① KGAホームページの「ジュニア」ページから申し込む。各会場とも先着順とする。
本人または親権者が申し込むこと。申し込みには「JGA ジュニア会員番号」と「生年月
日（西暦）」が必要なので、予め確認しておくこと。
②

平成 30 年 4 月 2 日以降の学校名および学年で申し込むこと。学校が未定の場合は、学
校名の項目を「未定」と入力して申し込むこと。

③

申し込む時に「ラウンド経験」を必ず入力し「レベル変更」ボタンをクリックしてくだ
さい。レベル変更をすると該当するクラスに申し込みが出来るようになります。

「レベル変更」を
クリック

レベルが変更される
④

KGA ホームページでの申し込みが完了すると同時に、登録されたメールアドレスへ、申
込内容のメールが自動的に送信されます。
1） メール受信の際、受信拒否設定をしている場合は、
・受信する指定ドメインに「kga.gr.jp」を追加する。
・受信する指定アドレスに「j_school@kga.gr.jp」を追加する。
2） 迷惑メールフォルダに配信される場合があるので注意すること。
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⑤

KGA ホームページでの申し込みが完了すると同時に、KGA ホームページの「ジュニア」
ページの KGA ジュニア・ゴルフスクールにある「申込者一覧」に参加者の氏名が掲載
されるので必ず確認すること。氏名が掲載されない場合は、申し込みが完了していない
ので、再度確認して申し込むこと。

⑥

キャンセル待ちについて（参加料が振り込まれているジュニアが対象）
1） 申込締切の 2 月 22 日（木）17：00 までに、キャンセルが出た場合はキャンセ
ル待ちの順番で繰り上がり参加となる。
2） 申込締切後は、「キャンセル待ち」の者は「申込者一覧」に「定員オーバー」と表
示されるが、申込締切後に定員を増やす場合がある。その場合「定員オーバー」の
者の中からキャンセル待ちの順番に繰り上がり参加となる。
3） 参加料未入金者は申し込みが取り消しとなるため、その場合は申込締切後にキャン
セル待ち(定員オーバー)の者が繰り上がり参加となる。
4） 参加者の最終決定については下記 10.を参照のこと。

9. 参加料振込先

参加料振込期限までに下記口座へ、参加するジュニア氏名で振り込むこと。
三井住友銀行(0009) 銀座支店（026）

普通預金

Ｎｏ．8416275

「一般社団法人関東ゴルフ連盟 スクール口」
（イッパンシャダンホウジン カントウゴルフレンメイ スクールグチ）
①

参加料振込期限2月27日（火）までに、参加料入金が確認できない場合は参加できない。

②

申込締切 2 月 22 日（木）17：00 以降に参加を取り消し（欠場）した場合、参加料
は返金しない。

③

キャンセル待ち(定員オーバー)の者も、参加料振込期限までに指定口座へ入金しておくこ
と。
1） キャンセル待ち(定員オーバー)の結果、参加できなかった場合、参加料は返金する。
2） キャンセル待ち(定員オーバー)の結果、繰り上がり参加になった場合、参加料は返
金しない。

④

振込手数料は差し引かないこと。

⑤

参加するジュニア氏名で振り込みが出来ない場合は、一般社団法人関東ゴルフ連盟ま
で連絡すること。

10. 参加者の決定

最終的な参加者の決定は 3 月 1 日（木）に KGA ホームページの「ジュニア」ページの
KGA ジュニア・ゴルフスクールにある「申込者一覧」にて発表する。
①

参加者へは開催日の１０日前に、詳細についてのお知らせと注意事項が郵送される。
送られた封筒が「参加証」となるのでスクール当日に持参すること。

②

初級者と小学校 1 年生～3 年生のクラスは同封されたアンケートに回答し一般社団法
人関東ゴルフ連盟へファクスにて提出すること。

③

「組み合わせ表」はスクール当日、受付にて配布する。
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11. 当日のスケジュール（予定）
7：00 ～

受付開始

8：00 ～

開会式

受付時間 7：00 ～ 7：40

中級者・上級者はルール・マナーの講習
初級者および小学校 1 年生～3 年生は練習場へ集合
8：50 ～

中学生・高校生の中級者・上級者スクールは研修ラウンド開始
小学生の中級者・上級者はプロの指導による研修ラウンドレッスン開始
各班にて昼食休憩をとる

13：00～

初級者および小学校 1 年年～3 年生は、クラス別に数ホールのラウンド開始

16：00～

閉会式 解散

【個人情報に関する同意内容】
参加希望者および親権者は、参加申込みに際し、一般社団法人関東ゴルフ連盟が取得する参加申込者の個人情
報を次の目的の範囲内で他に提供(公表)することについて、予め同意することを要する。
(1) 一般社団法人関東ゴルフ連盟が主催する競技およびゴルフスクール・小学生大会の参加資格の審査。
(2) 競技の開催および運営に関する業務。これには、1.参加者に対する競技関係書類(組み合わせ表等)の発送、
2.競技の開催に際し、競技関係者(報道関係者を含む)に対する参加者の氏名、生年月日、学校名、所属(所属
倶楽部)、その他選手紹介情報ならびに競技結果の公表を含む。
(3) 参加申込に際し、一般社団法人関東ゴルフ連盟が取得する参加申込者の個人情報と、その競技における結果
の記録の保存、ならびに競技終了後において必要に応じ、そのうち上記(2)2.記載の公表事項の適宜の方法に
よる公表。

【肖像権に関する同意内容】
参加希望者およびその親権者は、参加申込に際し、主催競技およびゴルフスクール・小学生大会(競技会場におけ
る競技に伴う前後の行事等を含む)に関して、その中継・再映・報道･広報のため、あるいは一般社団法人関東ゴ
ルフ連盟の目的に反しない範囲で利用するために、写真・テレビ・その他の各種記録媒体による収録物、複製物
あるいは編集物(適正範囲の編集に限る)にかかる競技者の肖像権(収録物等にかかる競技者の氏名・肖像を展示・
通信・放送・上映により一般に公開し、あるいは貸与し、頒布するなどして他に提供する権利)を一般社団法人関
東ゴルフ連盟に譲渡することを、予め承諾することを要する。
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会 場 案 内

【開催日順】
 鷹之台カンツリー倶楽部
〒262-0001 千葉県千葉市花見川区横戸町 1501
交通案内： 東関道

TEL：047-484-3151

千葉北 IC より約 5ｋｍ

京成電鉄

京成大和田駅より徒歩で約 7 分

 袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース
〒266-0007 千葉県千葉市緑区辺田町 567
交通案内：千葉東金道
JR 外房線

TEL：043-291-1111

大宮 IC より約 4ｋｍ
鎌取駅より車で約 5 分

 相模カンツリー倶楽部
〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西 7-1-1

TEL：046-274-3130

交通案内：東名高速道 横浜町田 IC より約 5ｋｍ
小田急江ノ島線、東急田園都市線

中央林間駅より徒歩で約 10 分 車で 2 分

※

所要時間は時間帯や交通状況によって異なる場合があります。

※

詳細は一般社団法人関東ゴルフ連盟より郵送する書類を必ず確認すること。
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