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大会要項             2016 ジュニアゴルフ全国ランキング対象大会         

 

■主 催：社団法人韓国青少年ゴルフ協会及び社団法人日本ゴルフツアー協会（ＪGTA）   

ＵＲＬ:http://www.juniorgolf.or.kr/  ㈳韓国青少年ゴルフ協会（ＫＹＧＡ） 

ＵＲＬ:http://www.jjgt.net         ㈳日本ゴルフツアー協会（ＪＧＴＡ））  

■協   賛：韓国京畿道龍仁市    ＵＲＬ:http://www.yongin.go.kr/  

Ｖｏｌｖｉｋ（ボルビック）社  ＵＲＬ:http://www.volvik.co.kr/main.php  

■大会案内：本大会は韓国青少年ゴルフ協会（ＫＹＧＡ）と韓国龍仁市（ＹＯＮＨＩＮ ＣＩＴＹ）及

びＶｏｌｖｉｋ社のご協力により、「第７回ＹＯＮＧＩＮ市長杯・日韓国際ジュニアオープ

ン」（８/２２（月）～８/２３(火)、韓国龍仁市翰園ＣＣにて開催）及び「第８回Ｖｏｌｖｉｋ杯

日韓国際ジュニアオープン」（９/２０日（火）～９/２１（水）韓国珍川、アートバレーＣ

Ｃにて開催）の日本代表選抜選考会として行われます（参加自由）。 

世界で多くのチャンピオンを輩出している韓国のパワーを体験しながら、韓国ジュ

ニア達とも友情を深めます。   

日韓戦本戦で優秀な成績を収めた選手には男女プロ賞金大会の「ＷＤＣゴルフツ

アー」のセカンドステージ２大会の出場権が受けられます。 

■大会会場：ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県さいたま市西区塚本町 2-22-1）    

ＴＥＬ０４８－６２４－５６５１ＵＲＬ：https://booking.accordiagolf.com/guide/3503410.html 

 

 

 

 

 

 

         ◎ お車の場合 首都高速・埼玉大宮線「与野 IC」より８km [所要時間 約１０分]   

                           関越自動車道「川越 IC」より１５ｋｍ  [所要時間 １５分]  

          ◎ 電車の場合 東武東上線・志木駅。  ＪＲ京浜東北線 大宮駅。 

●クラブバス 大宮駅西口 ６：３０ ７：３０ ８：４０ 志木駅南口 ６：３０ ７：３０ ８：００ ８：４０   

■コ ー ス：なの花コース ＩＮ ⇒ ＯＵＴ 

■試 合 日：平成２８年５月２９日（日） 

■締 切 日：平成２８年５月２３日（月）２４：００ （ネットエントリーで受付します） 

■組合せ発表：平成２８年５月２６日（木）以降ホームページ http://www.jjgt.net の大会情報

に組合せを掲載します。各自スタート時間などを確認してください。 

■当日受付：選手各自、自分のラウンドスタート時間を確認の上、指定時間迄に出欠を届けてく

ださい。＜受付の際には必ず保険証のコピーをご用意願います。＞ 

7th ～8thJAPAN VS KOREA Junior Open Tournament  

龍仁市長杯&Volvik 杯日韓国際ジュニアオープン 日本代表選抜 

ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 

http://www.jjgt.net/


 

※ラウンドプレー時間までに出欠届の無い選手は、全て欠場扱いとさせていただきます。 

■参加資格：（１）１９９８年１月１日以降生まれの男女（１８歳以下、チャンピオンクラスは除く） 

          ※年令に関係ないチャンピオンクラスが設けられ、大学生も参加することができます。            

（２）日本ジュニアゴルフツアー（JJGT）の登録会員である方。 

          ※ ＪＪＧＴへの登録は、http://www.jjgt.net にてネット登録できます。 

（３）ゴルフのマナー＆ルールを理解していること。 

（４）保護者は、なるべく選手のスコアラーとして協力していただけること（１組１人） 

■参 加 料：６，０００円（ランキング登録管理費１０，８００円／年間）         

        ※プレー費５，４００円（乗用カート代込み）は各自ゴルフ場にお支払いください。 

■種 目：男子 １８歳以下、１６歳以下、１４歳以下、１２歳以下、１０歳以下    

         女子 １８歳以下、１６歳以下、１４歳以下、１２歳以下、１０歳以下  定員４０人 

            １８歳以下：１９９８年１月１日以降生まれ  １６歳以下：２０００年１月１日以降生まれ 

           １４歳以下：２００２年１月１日以降生まれ  １２歳以下：２００４年１月１日以降生まれ 

           １０歳以下：２００６年１月１日以降生まれ   

        ※年令に関係ないチャンピオンクラスが設けられる場合があります。 

※エントリー数全体での人数制限がありますので、お早めにお申し込みください。（先着順） 

■試合方法：男子、女子各種目ごと、それぞれ１８ホールズ・ストロークプレー。 

■申込方法：http://www.jjgt.net よりネットエントリー。 

        会員登録→会員規約確認→仮会員登録→正式会員登録及びパスワード取得→

エントリー大会を選択→お申込み→参加料決済（銀行振込み）→後日ホームペー

ジにて組合せ・スタート時間確認→大会出場 

        ※入金前の大会キャンセル及び締切日までの出場種目変更は、マイページのエントリー

大会一覧でできます。大会キャンセルや種目変更後は、必ずマイページにてキャンセル

及び変更内容をご確認ください。 ＦＡＸでのキャンセル・種目変更をしたい方は、 ＦＡＸ

０３－６３８０－５５６４までにお願いします。送信後は必ずＴＥＬ０３－６３８０－５２６６までに

確認をお願いします。※締切後のキャンセル及び種目変更は理由の如何を問わずできませ

ん。試合に不参加の場合でも参加料が発生します。 

■支払方法：お申込み後、銀行振込となります。振込先は下記の通りです。 

三菱東京 UFJ銀行  

新宿支店 普通預金 ０２１７３１２ 

口座名義：一般社団法人 日本ゴルフツアー協会 
※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。 

■表 彰：男子、女子の種目毎の優勝者に賞状と記念品を授与します。更に、前半と後半９

ホールにおいて、男女全体で最低のアンダースコアをマークした選手には「ベスト

アンダースコア賞」を、イーグルを記録した選手には「イーグル賞」を贈呈します。

尚、優勝者以外でも７０台のスコア（１０歳以下種目では８０台のスコア）を記録した選手に

は優秀賞を贈呈します。※順位でタイが出た場合は、マッチング・スコアカード方式により決定します。 

●マッチング・スコアカード方式とは、最終日の最終９ホールの合計スコア、最終６ホールの合計スコ 

 ア、最終３ホールの合計スコアを比較して順位を決める方法です。それでも、同成績の場合は、      

１８番ホールからのカウントバック方式により順位を決定します。 

 

■特 典 １：この大会はグレード５（G５）の全国ジュニアゴルフツアーランキング対象大会です。 

各種目優勝者及び７０台以下のスコア（１０歳以下種目では８０台のスコア）をマークした選

手には、２０１７年３月２７日（月）～２９日（水）に行われる「全日本グランドチャンピオン全

国大会２０１７」の出場権が与えられます。 

大会の詳細につきましてームページにて別途発表させていただきます。 

http://www.jjgt.net/
http://www.jjgt.net/


  

 

 

 

■特 典 ２：：本大会の優勝者及び７０台の成績優秀者（１０歳以下種目でが８０台のスコア）には、 

「第７回日韓国際ジュニアオープン」の日本代表選抜者として本戦出場権が与えられます。 

本戦大会の詳細はＨＰにて別途発表。 

※優勝者が辞退する場合は繰り上げ選抜を認めるものとします。 

・代表選抜：１８歳以下男女、１６歳以下男女、１４歳以下男女、１２歳以下男女、１０歳以下男女  

各種目ごと３名 計３０名。但し、選抜において規定数に満たない年齢種目については、

その他の年齢種目をもって選抜します。    

・地区予選：東北・北海道地区、関東地区、近畿・東海・北陸地区、九州・沖縄・四国・中国地方の 

全国４ブロック３０会場で２月～６月中に一斉に開催されています。 

・第７回ＹＯＮＧＩＮ市長杯日韓戦本戦日程：平成２８年８月２２日（月）～８月２３日（火） 

     （開催コース：韓国京畿道龍仁市、翰園カントリークラブ） 

   ※ジャックニクラウスアカデミーのトッドベーカーコーチによる『韓国強化キャンプ第 1弾』」日程は 

８月１９日（金）～８月２４日(水)の５泊６日です。 

８／１９（金）トッドベーカーコーチによる『韓国強化キャンプ第１弾』参加者日本出国 

       ８／２０（土）日本の各空港から韓国へ向け日本出発（直行便） 

       ８／２１（日）公式練習ラウンド 

       ８／２２（月）本戦１ラウンド 

       ８／２３（火）本戦２ラウンド、表彰式、ソウルに移動 

       ８／２４（水）ソウル観光、円形ドリーム練習場にてトレーニング、夕方便日本帰国 

・第８回Ｖｏｌｖｉｋ杯日韓戦本戦日程：平成２８年９月２０日（火）～９月２１日（水） 

     （開催コース：韓国忠北鎮川郡、アートバレーカントリークラブ） 

   ※ジャックニクラウスアカデミーのトッドベーカーコーチによる『韓国強化キャンプ第２弾』」日程は 

９月１７日（土）～９月２２日(木)の５泊６日です。 

９／１７（土）トッドベーカーコーチによる『韓国強化キャンプ第２弾』参加者日本出国 

       ９／１８（日）日本の各空港から韓国へ向け日本出発（直行便） 

       ９／１９（月）公式練習ラウンド 

       ９／２０（火）本戦１ラウンド 

       ９／２１（水）本戦２ラウンド、表彰式、ソウルに移動 

       ９／２２（木）ソウル観光、円形ドリーム練習場にてトレーニング、夕方便日本帰国 

 

 

■特 典 ３：複数の予選会への出場を認めます。複数の予選会に出場した選手の成績は、最

も優秀な成績を記録した予選会の成績を採用し、最終的に本戦エントリーした選

手の中から成績上位者４０％以内の選手については下記スカラシップ（奨学金）を

支給・派遣します。（小数点以下四捨五入、５名以上のエントリーから成立） 

  （１）成績上位者３％以内に該当する選手には、ツアー費用の１００％をスカラシップとして補

助いたします。 

  （２）成績上位者１０％以内に該当する選手には、ツアー費用の５０％をスカラシップとして補

助いたします。 

  （３）成績上位者２０％以内に該当する選手には、ツアー費用の２０％をスカラシップとして補

助いたします。 

  （４）成績上位者４０％以内に該当する選手には、ツアー費用の１０％をスカラシップとして補

助いたします。 

 



 

■特 典 ４：★国際大会本戦及びプロ賞金大会への出場権付与！ 

「第７回および第８回日韓国際ジュニアオープン」本戦で入賞した選手には、 

① ２０１７年１月及び３月のＩＭＧアカデミーインビテーション参加権 

② ２０１６年中に開催される「ヒルズ世界大会ジュニアオープン」の本戦出場権。ヒ

ルズ日本オープンの他に、オーストラリア、台湾、中国、シンガポール、マレー

シア、タイ、ベトナムのアジアツアーが毎年開催されており、各大会の最優秀選

手にはオーストラリアのヒルズインターナショナルカレッジ（世界屈指の１８Ｈ所

有）が提供する４００万円相当のゴルフアカデミー＆英語プログラム１年間の特

待生の待遇を受けられます。（入学金、学費、ゴルフアカデミー費、寮費、保証

人費、空港送迎費（往復１度）を無料提供） 

③ 所定の基準もとで、男女プロ賞金大会の「ＷＤＣツアー（ワールドドリームサー

キットゴルフツアー）」２ｎｄ ＳＴＡＧＥの２大会出場権が与えられます。 

 

◆本戦ストレートイン：７０台以下のスコアをマークした選手（１０歳以下種目では８４以下のスコ

ア）には、本戦出場権が与えられます。なお、本戦にストレートインした選手がいる場合、ま

たはすでに別の選考会で優勝した選手、あるいは全国ランキングシード選手が優勝した場

合には、次点者に本戦へのエントリー権利が与えられます。 

 

★賞典：日韓戦に参加する選手にはユニフォーム用及び帽子用の日章旗とＪＪＧＴマークを支給

します。本戦では、日本代表として自分の衣服または帽子に貼り付けて大会に臨んで

ください。（後日選抜者宛てに登録住所に郵送） 

 

■競技規則：２０１６年度ＪＧＡゴルフ競技規則及び本大会のローカルルールを適用します。 

■大会役員：ＰＧＡプロ（日本プロゴルフ協会会員）及びＬＰＧＡプロ 

         トーナメントディレクター 当日緊急連絡先：０９０－６３４４－０１７８ 

 

     大会注意事項            

 

■エントリー前の確認 

（１）本大会にはＪＪＧＴの会員でないと出場できません。大会エントリーには必ず大会要項と注意事項をご確

認のうえ、エントリーをお願いします。 

（２）各年令ごとの競技種目の表彰は２エントリーから成立となり、大会後は SERA方式によるポイントが加算

され、ＪＪＧT 全国ランキングに反映されます。組合せは、全て抽選となり、同門対決は配慮しかねますの

で、あらかじめご了承ください。 

（３）ネットエントリーには、日本ジュニアゴルフツアー（ＪＪGT）のＩＤとパスワードが必要となります。ＩＤとパス

ワードを両方お忘れの場合は、ご登録いただいている電話番号、またはメールアドレスから

contact@jjgt.net にお問い合わせください。パスワードだけのお忘れの場合は、ログイン画面にて「パ

スワードを忘れた方はこちら」でパスワードの再設定を行ってください。 

（４）エントリー数が定員数を超えた場合、締切日より早く締め切る場合がありますのでご了承ください。 

（５）大会開催に必要な最低エントリー数は原則８人とします。開催できなかった場合は、向こう６カ月以内

の別の大会に参加する権利を与えます。また、エントリー状況によっては円滑な進行のため、男女混合

の組合せになる場合もございますのでご了承ください。 

 

■エントリーについて 

（１）初めて大会参加の場合は、年１回のランキング登録管理費込みのエントリー費が必要となります。ラン

mailto:メールアドレスからcontect@jjgt.net
mailto:メールアドレスからcontect@jjgt.net


キング登録管理費は支払日より１年間有効です。 

（２）組合せに記載される所属団体名は、会員登録時の所属名となります。よって、同じ所属の選手は表記

を統一してご登録いただきますようお願いします。 

（３）会員登録の際は、必要事項を正確にご入力お願いします。登録のご住所や電話番号、所属、メール

アドレスなどの登録事項に変更がある場合は、マイページのご登録会員情報にて変更願います。 

（４）選手の保護者の方が責任をもって会員登録、大会へのエントリーをお願いします。 

 

■エントリー後の確認 

（１）エントリー後は、登録メールでの「エントリー受付完了通知」、またはマイページのエントリー大会一覧に

て必ずエントリー済みかどうかをご確認ください。 

（２）入金前の大会のキャンセルや締切日前の出場種目変更は、マイページのエントリー大会一覧にてでき

ます。キャンセル・種目変更後は、必ず同じマイページのエントリー大会一覧にてエントリーの内容をご

確認ください。 ＦＡＸでのキャンセル・種目変更をしたい方は、ＦＡＸ０３－６３８０－５５６４にお願いしま

す。送信後は必ずＴＥＬ０３－６３８０－５２６６までに確認をお願いいたします。         

   ※大会日における欠場届の記載内容は大会名、競技種目、お名前、欠場理由などのお届け内容をご

記入の上、メール contact@jjgt.netかＦＡＸ０３－６３８０－５５６４までにご送信ください。    

※締切後のキャンセル及び種目変更は理由の如何を問わずできません。試合に不参加の場合でも参 

加料が発生します。 

 

■大会当日 

（１）受付の際には必ず保険証のコピー（お持ちでない場合は学生証のコピー）をご用意願います。 

（２）カートの使用：今回の大会ではすべて乗用カートを使用します。各組には父兄からカート運転手の募

集をしますので、ご協力のほどを宜しくお願いします。必要な場合の詳細は、組み合わせの発表の際

に要請をさせていただきます。また、本大会における手引きカートの使用は禁止とします。 

（３）ティーグラウンド 

スタート位置 男  子 女  子 

フロントティー       (赤) １０歳以下～１２歳以下 １０歳以下～１４歳以下 

レギュラーティー     (白) １４歳以下 １６歳以下～１８歳以下 

バックティー        (青) １６歳以下～１８歳以下 チャンピオンクラス 

フルバックティー     (黒) チャンピオンクラス  

但し、低学年のジュニア（幼稚園～２年生）については、競技委員の判断によって特設ティーグラウン

ドを指定する場合があります。また、選手の申し出により、上記スタート位置より遠いティーグラウンドを

選ぶことを「可」とします。なお、国際大会の予選会または決勝大会においては、該当国の使用ティー

に合わせたヤーデージーに準じて設定する場合がございます。 

（４）大会当日の悪天候による試合可否の判断は、開始１時間前の時点で大会の競技運営委員長が判断

いたします。遠方からお越しの選手も考慮できませんのでご了承ください。また、大会開催が不可能な

時は、予備日を設けて開催するか、または、向こう３ヶ月以内の別の大会のエントリーに参加できる権利

を与えます。（このエントリー参加権利は３ヶ月経過後は無効となりますのでご了承ください） 

但し、大会開催中に起こった天災の場合は、競技を行ったものと同格の扱いとなります。なお、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。 

（５）大会中において、写真撮影のためカメラマンがコースに入る場合があります。その場合参加者の顔写

真等を使用する権利は日本ジュニアゴルフツアー（ＪＪＧＴ）に帰属します。また写真をホームページに掲

載する場合があります。掲載写真の削除をご希望の選手はご連絡ください。 

（６）スコアラー：ジュニアゴルファーの育成のために、保護者皆様には乗用カートの運転と大会当日にスコ

アラ-のボランティアを各組に１名ずつお願いします。ご協力いただける保護者の方は contact@jjgt.net

mailto:ご協力いただける保護者の方はcontact@jjgt.net


にてお知らせ願います。グレード１（G１）全国大会以外の大会では、自分のお子様の組のスコアラーが

できます。 

 

■ＪＪＧＴ２０１６全国ランキング 

（１）ＪＪＧＴ２０１６全国ランキングは、日本プロゴルフ協会（ＰＧＡ）会員のプロゴルファー監修の『ＳＥＲＡ方式』

によるランキングシステムを採用しています。 

（２）本大会の結果は、年間を通したＪＪＧＴ全国ランキングのポイントに反映されます。ＪＪＧＴ全国ランキング

の詳しい規定は、http://www.jjgt.net にてご確認ください。 

（３）年令別または総合個人別ランキング及び個人プロフィールは大会終了後数日でアップされます。新ラ

ンキングは月曜から日曜までに終了した大会の結果を原則として毎週水曜日に新たに反映します。 

（４）ＪＪＧＴ全国ランキングは、ゴルフ雑誌や新聞情報誌等に掲載されることがありますのでご了承下さい。 

 

■その他 

（１）大会中に発生したケガ、事故等については、主催者は一切責任を負いませんのでご了承願います。 

（２）ラウンド中は目土袋とスコップを常に携帯して、目土を実行し、ラウンド後は、目地袋の砂は元に戻し、

植木や花壇などにバラ巻かないようにしてください。 

（３）グリーン上のポールマークは必ず修復してください。 

（４）競技終了後、成績発表と表彰式を行います。参列は可能です。 

（５）選手へのゴルフルール・マナーのご指導は必ずご自宅で徹底のうえ、競技に臨ませるようお願い申し

上げます。 
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www.jjgt.netのご案内 
ＪＪＧＴ．ＮＥＴ（http://www.jjgt.net）は、社団法人日本ゴルフツアー協会が主催、運営する日本全国ジュ

ニアゴルフ大会（ＪＪGT）専門のポータルサイトです。ジュニア選手の皆様には大会のエントリーから支払決済

の受付及びインターネット、メールによるゴルフ情報の提供などのサービスを行っています。ＪＪＧＴのサイトを

ご利用頂くには、会員登録（無料）が必要です。 

【ジュニア大会へのエントリーの流れ】  

   

  パソコン http://www.jjgt.net                      インターネットで 

  にて会員登録＆エントリー                        組合せを確認     

   

 

１ 会員登録及びランキング登録を行う。 

まずは会員登録を行います。登録が完了すると、仮会員登録が完了します。登録メールに送られてきたメールで正式会員

登録を行います。ＩＤとバスワードは大会にエントリーする際に使用しますので、大切に保管してください。次回からはこのＩＤ

とパスワードでログインすることで簡単にエントリーができます。ご登録いただいたメールには情報などのメール配信を行うこ

とがあります。全国ジュニアゴルフツアー対象大会へご出場の場合にランキング登録が必要です。ランキング登録は支払日

より１年有効で、大会エントリーとともに行います。 

２ ログインを行い、大会情報を確認してください。 

全国をブロックごとに分け多くの大会を開催いたします。大会情報にＮＥＴエントリー受付中の付いている試合がインターネ

ットでエントリーできる大会です。大会の詳細はホームページの大会情報における大会要項にてご確認ください。 

  ３ そのままネットエントリーをご利用ください。 

大会情報画面右上の「ネットエントリー」でＩＤとパワーワードを入力すると、簡単に大会のエントリーができます。ご登録済の

メールアドレスに、エントリー受付完了のメールが配信されます。受付完了が配信されない場合は、エントリーが完了してい

ませんので、もう一度ご確認ください。エントリー内容をマイページのエントリー大会一覧にて必ずご確認願います。 

４ 支払いは銀行振込でお願いします。 

  お支払は銀行振込でお願いします。ご登録メールにエントリー受付完了通知とともに振込先をお知らせいたしますので、振

り込んでいただきますよう宜しくお願いします。恐れ入りますが、振込手数料はお客様の負担とさせていただいております｡ 

  キャンセルまたは競技種目の変更につきましては、大会要項をご確認ください。 

５ 会員登録情報の変更 

ご登録した情報の変更はマイページのご登録会員情報画面にて変更可能です。またﾒｰﾙ contact@jjgt.net または FAX03 

6380-5564 でも 24 時間承ります。但し、登録されているご連絡先からに限らせていただきます。 

６ 個人情報保護について 

社団法人日本ゴルフツアー協会は、お客様の個人情報やプライバシーを保護する事が、弊社事業活動において重要であ

る事を認識し、それを遵守する事をお約束します。ＪＪＧＴのウェブサイトは、お客様ご自身が個人情報を開示する事なく閲覧

利用することができます。また、当ウェブサイトを閲覧されただけでは、お客様の個人情報が収集される事はありません。但

し、お客様から個人情報をご提供頂けない場合には、ご利用頂けないサービスもございます。ＪＪＧT のウェブサイトで個人情

報が必要な場合には、その旨を明示し、収集した個人情報の扱いについても、事前にお客様が確認できるようにいたします。

お客様からご提供頂いた個人情報は、以下の何らかに該当する場合を除き、第三者へは開示しません。①お客様の同意

がある場合やお客様個人を識別することができない状態で開示する場合。②大会主催者へ必要事項を通知する場合。③Ｊ

ＪＧT が有益と判断した斡旋情報の提供、大会情報・組合せ及び結果並びに選手データ、ランキング通知等サービスとして

の必要事項。④予めＪＪＧT との間で機密保持契約を締結している企業等の第三者への業務委託等に必要な限度において

開示する場合。⑤有料サービスのご利用や商品のご注文等で決済が必要な場合。⑥関係法令等により要求された場合。 

７ 会員登録情報の削除 

会員登録の削除については、メール contact@jjgt.net または FAX03-6380-5564 で 24 時間承ります。但し、登録されているご連絡

先からに限らせていただきます。 

大会出場 ・銀行振込 

http://www.jjgt.net/
mailto:contact@jjgt.netまたはFAX03
mailto:メールcontact@jjgt.netまたはFAX03

