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大会要項             2018 ジュニアゴルフ全国ランキング対象大会 

         

■主 催：Asia Pacific Junior Golf Association アジアパシフィックジュニアゴルフ協会 

Japan Organizer 一般社団法人日本ゴルフツアー協会（ＪＧＴＡ）  

 ＵＲＬ:http://www.jjgt.net  

■特別協賛：公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団（ＪＧＤＦ）   

■後   援：ヒルズ教育財団（HILLS EDUCATIONAL FOUNDATION LTD） 

           ＵＲＬ: http://www.hills.qld.edu.au/ 

■大会案内：本大会は、ＡＰＪＧＡ（アジアパシフィックジュニアゴルフ協会）が主催し、Ｒ＆Ａ世

界アマチュアランキングに批准された国際ジュニアゴルフ大会です。 

本戦大会における各ディビジョンの優勝者には、グレッグノーマンマスターズ（Greg 

Norman Masters）への出場権が与えられます。 

 

ヒルズアジアパシフィックジュニアゴルフツアーは、日本の他に、オーストラリア、台湾、韓国、

中国、タイで毎年開催されます。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

ショナルカレッジが提供するゴルフアカデミー１年間の特待生の待遇を受けることができます。

（なお、高校生部及び中学生部の各種目優勝者には１ヶ月の特待生資格付与） 

（豪州ドル AU$５１，０００（日本円４５０万円相当）―入学金、学費、ゴルフアカデミー費、寮費、

食費、保証人費を無料支援） 

世界で多くのチャンピオンを輩出しているヒルズアカデミーの（ゴルフ＆英語プログラムの）教

育と訓練を通じて、世界から終結した各国のトップゴルファー達と真の成長を目指します！！ 

 

★★★ヒルズアカデミーはジェイソン・デイやヤニ・ツェンなど現在世界の舞台で★★★ 

★★大活躍している選手達を指導している豪州強豪名門ゴルフスクールです!! ★★ 

■大会会場：パークウッド・インターナショナル・ゴルフ・コース(Ｐａｒｋｗｏｏｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａl Golf 

Ｃｏｕｒｓｅ、７６－１２２ Ｎａｐｐｅｒ Ｒｄ, Ｐａｒｋｗｏｏｄ ＱＬＤ ４２１４ Ａｕｓｔｒａｌｉａ）     

        ＴＥＬ６１－７－５５６３-３３４２   ＵＲＬ：http://www.parkwoodgc.com.au/ 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Hills Australian Junior Open Championship 

2018 全豪ヒルズ国際ジュニアオープン日本代表 エントリー 

豪州 パークウッドインターナショナルゴルフコース 

http://www.jjgt.net/


■ツアー日程：平成３０年１１月２３日（金・祝）～１１月３０日（金）の７泊８日間 

１１/２３（金）Jetstar航空（JQ12便）成田発２０：２５(関西発１６：３０）でゴールドコーストへ 

出発 ※成田または関西空港で合流して出発します。同じ航空便を各々手配下さい。 

１１/２４（土）朝０６：１５ゴールドコースト空港到着、専用バスにてヒルズインターナショナル 

        カレッジへ移動、学校施設見学 

１１/２５（日）ヒルズ学校のゴルフ場を利用し、各自練習 

１１/２６（月）大会会場へ移動、国旗掲揚Ｃｅｒｅｍｏｎｙ 午後から公式練習ラウンド、夕方 

Welcome Party 

１１/２７（火）本戦第１ラウンド 

１１/２８（水）本戦第２ラウンド 

１１/２９（木）本戦ファイナル、表彰式（Awards Ceremony） 

１１/３０（金）Jetstar航空（JQ11便）ゴールドコスト１０：３０発日本へ帰国 

（成田１８：３５着、関西２２：１５着） 

■試 合 日：平成３０年１１月２７日（火）～１１月２９日（木）の３日間（５４ホール） 

■公式練習ラウンド：平成３０年１１月２６日（月） 

※上位１０位以内にランクされているシード選手は練習ラウンドを必ずしなければなりません。状況に

応じては、スポンサーと共にラウンドを回ります。 

■締 切 日：平成３０年１０月３１日（水）２４：００  

■組合せ発表：平成３０年１１月２４（土）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。 
■試合方法：男子、女子各種目ごと、それぞれ５４ホールズ・ストロークプレー（３日間） 
■種 目：男子 ２１歳以下、１８歳以下、１５歳以下    
         女子 ２１歳以下、１８歳以下、１５歳以下            本戦定員：１２０名 

            ２１歳以下：１９９８年～２０００年生まれ １８歳以下：２００１年～２００３年生まれ 

           １５歳以下：２００４年以降生まれ   

 

         ※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） 

■参加資格：（１）１９９８年１月１日以降生まれの男女（２１歳以下） 

（２）２０１８年１１月本戦大会出場時までのハンディキャップとして、男子１６．４以下、 
女子２４．４以下であること。 

（３）国内の高校・中学・小学校に在学中の男女選手で、「２０１８全豪ヒルズ国際ジ

ュニアオープン選抜大会」の全国予選会にてストレートインを記録した選手また

は同全国決勝大会にて選抜された選手 
（４）全国ジュニアランキング上位５位までのシード選手 

         ※ＪＪＧＴの全国コンピューターランキングは２０１８年１０月３１日を基準にした順位を採用します。 

（５）下記の国際大会の入賞者及び各世界大会入賞者 
「２０１８第７回全日本ジュニアグランド選手権大会」の入賞者 

「ハワイパール国際ジュニア選手権」歴代入賞者 

「ハワイバーバーズメジャー国際ジュニア選手権」歴代入賞者 

「レオパレスカップ：グアム USA国際ジュニア選手権」歴代入賞者 

「ＢＭＷグアムＵＳＡジュニアオープン」歴代入賞者 

「日韓国際ジュニアゴルフ選手権」歴代入賞者 

「全豪ヒルズ国際ジュニアオープン」歴代入賞者 

「東アジアジュニア選手権大会」歴代入賞者 

「全日本ヒルズ国際ジュニア選手権大会」の歴代入賞者 

（６）主催者推薦枠 若干名（ワイルドカード、ＰＧＡ，ＬＰＧＡプロの推薦を含む） 



■選考人数：２１歳以下男女、１８歳以下男女、１５歳以下男女 各種目１～２名 計１０名前後。

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。        ※２０１８年１１月２７日を基準にした年齢で申し込むこと。                                                      
■参 加 費：選手一人当り  １７８，０００円 

         （参加料には、練習ラウンド１回、本戦ラウンド３回、エントリーフィー、７泊８日間宿泊費、全日

程食事付き、開会式 Welcome Party、表彰式 Banquet、空港送迎費、世話役経費を含みま

す）（★往復航空券は各自手配、ジェトスター航空１１/２３出発便～１１/３０帰国便） 

        同伴者１人当り  １３４，０００円  

         (参加料には、７泊８日宿泊費、全日程食事付き、開会式 Welcome Party、表彰式 Banquet、

空港送迎費、世話役経費を含みます）（★往復航空券は別途） 

■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

ジにて選抜メンバー発表→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。 

 

■ルール規定：本大会はＲｏｙａｌ ａｎｄ Ａｎｃｉｅｎｔ Ｇｏｌｆ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｓｔ Ａｎｄｒｅｗｓによって認め

られたルール及びオーガナイザーが認めたＰａｒｋｗｏｏｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａl Ｇｏｌｆ  

Ｃｏｕｒｓｅのローカルルールを採用します。 
■表 彰：男子、女子の種目毎の優勝者に賞を授与します。 

※１位の順位にタイが出た場合は、サドンデス・プレーオフによって優勝者を決定します。その他の順位はカウ

ントバック・システムにて決定されます。 

■本戦服装：「２０１８全豪ヒルズ国際ジュニアオープン」に参加する選手には共通のユニフォー

ム及び帽子を製作いたします。本戦では、日本代表として日ごとの取り決めによる

服装を着用してください。（選抜後製作：予算 5万円前後） 
 

                              例） 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jjgt.net/


 

 

 

 

 

 

 

■特 典 １：この大会は、Ｒ＆Ａ世界ランキングに批准されている大会です。１８歳以下男女、 

１５歳以下男女のディビジョンは成績によって世界ランキングポイントが付きます。

なお、日本ジュニアゴルフツアー全国ランキング対象大会（ワールドグレード１（Ｗ

Ｇ１）：ポイント５倍）です。 

 

■特 典 ２：グレッグノーマンマスターズ大会の出場権付与 
本大会における各ディビジョンの優勝者には、グレッグローマンマスターズ大会

（Ｇｒｅｇ Ｎｏｒｍａｎ Ｍａｓｔｅｒｓ）の出場権が与えられます。 

 

■特 典 ３：上記派遣大会での成績によって下記特待生の資格が与えられます。  
※特待生待遇 
（１）決勝大会の総合優勝者（ＭＶＰ）には、オーストラリアのヒルズインターナショナルカレ 

ッジが提供するゴルフアカデミープログラム（Golf & English）を１年間特待生として待 

遇。（豪州ドル AU$５１，０００―入学金、１年間の学費・ゴルフアカデミー費・寮費、 

食費、保証人費を無料支援） 

（２）高校生男女及び中学生男女の各種目優勝者には、オーストラリアのヒルズインターナ 

ショナルカレッジが提供するゴルフアカデミープログラム（Golf & English）を１ヶ月特待 

生として待遇。 

（豪州ドル AU$５，１００―入学金、１ヶ月の学費、ゴルフアカデミー費、寮費、食費、 

保証人費を無料支援） 

 

■特 典 ４：全豪ヒルズ日本代表へ奨学金（スカラシップ）支給・派遣!! 

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ます。予選会の成績と決勝大会の成

績を考慮して、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１０％以内に該当する選手には、ツアー費用の３０％～５０％をスカラシップ

として支給・派遣いたします。 
  （２）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支

給・派遣いたします。 
  （３）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支

給・派遣いたします。 

 

■特 典 ６：★ヒルズ世界ツアー及び国際大会への出場権付与！ 
各地区予選会でアンダースコアを記録した選手及び決勝大会または本戦の各ディ

ビジョンの入賞者には、ヒルズ世界ツアー及びＪＪＧＴ国際大会本戦への出場権が

与えられます。（Ｒ＆Ａ世界ランキングポイント対象大会含む） 
（１）２０１９年中に開催される「ヒルズ世界大会ジュニアオープン」の本戦出場権付与（Ｒ＆Ａ

世界ランキングに批准されている大会を含む）：日本オープンの他に、オーストラリア、台

湾、韓国、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５００万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、食



 
費、保証人費を無料提供・派遣） 

（２）２０１８年１２/２５～２７開催の「USA ハワイバーバーズメジャージュニアオープン（オアフ

島 Honolulu）」の本戦出場権 

（３）２０１９年３/２２～２４開催の「レオパレスカップ・グアムＵＳＡジュニアオープン（ＵＳＡグア

ム開催）の本戦出場権 
 

 

     CONDITIONS            

  

1. Organizer – Asia Pacific Junior Golf Association Organizing Committee 

2. Venue and Dates – Parkwood International Golf Club, 76-122 Napper Road, Parkwood, Queensland. 

4214. Practice round 26th November, Tournament dates 27th November to 29th November, 2018 

3. Eligibility – The tournament is open to all golfers who are under the age of 21 as at the 1st December, 

2018. Players eligible may have a handicap that will not exceed 16.4 for boys and 24.4 for girls at the time 

of entry. Players with higher handicaps may be considered depending on tournament entries. 

4. Size of the field - The Tournament field is restricted to 120 players with the split up of age groups to be 

determined by the Organizing committee. Should entries be received in excess of 120 players, non-

exempt players with higher handicaps will be balloted out and their entry fee will be refunded. 

5. Manner of play – 54 holes stroke play competition 

6. Draw and starting times – A draw for each days play will be published on the Hills Educational 

Foundation and Parkwood International Golf Course websites. The draw for the 2nd and 3rd rounds will be 

an automatic draw determined on the scores returned from previous rounds. 

7. Tees – Determined by the Organizing Committee 

8. Awards –. The overall winner and runner-up prizes to be awarded to boys and girls in all divisions. 

Other prizes will be awarded as determined by the organizing committee. The lowest score coming from 

either a boy or girl in Class A or B divisions will be offered a 12 month scholarship to Hills 

Educational Foundation and Hills Golf Academy. 

9. Ties – Tie for the overall winner will be decided by a sudden death play-off. All minor placings shall be 

decided based on a count back system 

10. Official practice round – players are entitled to one free practice round on the 27th November. Tee 

times must be reserved in advance. Practice rounds outside this date will be charged at the daily rate. 

11. Entries - close on Friday 17th November, 2017.  

12. The Rules of Golf – The Championship will be played in accordance with the Rules of golf approved 

by the Royal and Ancient Golf Club of St Andrews and with the Local Rules of the Parkwood International 

Golf Course approved by the Organizing Committee. Disputes, if any, will be settled by the Organizing 

Committee, and a decision made by the Organizing Committee will be final. 

13. Dress regulations – It is a requirement of this tournament that all players must comply with the dress 

standards of the Parkwood International Golf Course. 

14. Golf Balls – The ball the player plays must be named on the current List of Conforming Golf Balls 

issued by the R&A. Penalty for breach of condition : Disqualification 

15. APJGA Membership - Upon entering the tournament, this will automatically join the player as a 

member of the APJGA. There are no ongoing fees required to maintain APJGA membership. Each player 

will be assigned a unique APJGA membership number. 

16.Time of starting – Player must report to the Starter office 30 minutes prior to his/her starting time and 

should arrive at the starting point 10 minutes before their hitting time. 



17. Use of motorized vehicles – During any round of the tournament, competitors may not travel in or on 

any motorized vehicle unless authorized by the Committee. Penalty of 2 strokes at each hole where there 

was a breach with a maximum of 4 strokes per round. 

17. Spectators (Gallery) – Spectators are forbidden to give advice to a player during a stipulated round of 

the tournament. Spectators must seek permission from the Committee to use motorized carts 

18. Suspension of Play – When play is suspended by the Committee, if the players in a group are 

between the play of two holes, they must not resume play until the committee has ordered a resumption of 

play. 

19. Serious breach of etiquette – the following may be considered as a serious breach of etiquette if 

(a) Hand phone rings or use of hand phone during a stipulated round 

(b) Verbal abuse of fellow competitor/official/staff 

(c) Intentionally offending a fellow competitor 

(d) Improper behaviors such as swearing or throwing clubs 

(e) Smoking and consuming alcoholic drinks during a stipulated round 

20. Tournament Delays - The Organizing Committee may, in the event of bad weather, or for any reason 

shorten the contest if necessary. 

21. Measuring devices – Laser range finders and GPS systems can be used during the tournament. 

22. Publicity – APJGA arranges publicity before, during and after the tournament. It is a condition of entry 

that all players assent to references to them and pictures of them in practice and play being published via 

any medium (including the internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 
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