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大会要項                 2019 ジュニアゴルフ国際試合（Guam）  

         

■主 催：一般社団法人日本ゴルフツアー協会（JGTA） ＵＲＬ:http://www.jjgt.net 

           グアムナショナルゴルフ連盟（ＧＮＧＦ） 

■大会案内：本大会は、ＧＮＧＦ（グアムナショナルゴルフ連盟）の協力及びレオパレス２１のご

後援により、毎年アメリカ、日本、中国、台湾、タイ、サイパン、フィリピンなどアジ

ア・環太平洋地域のジュニア達が一堂に集まり、ゴルフを介して技量を競い合うワ

ールドグレード１（WG1）の国際ジュニアゴルフ大会（ポイント５倍付与）です。 

■後   援：株式会社レオパレス２１    ＵＲＬ:http://www.leopalacepsc.com 

       ユナイテッド航空         ＵＲＬ:http://www.united.com 

■協   力：グアム政府観光局、ユナイテッド航空、株式会社エイチ・アイ・エス、真名カントリー

クラブ、レオパレスリゾートカントリークラブ      

  ＵＲＬ:http://www.visitguam.jp/ 

■大会会場：レオパレスリゾートカントリークラブ(LAKE VIEW DRIVE YONA,GUAM ９６９１５）      

        ＴＥＬ６７１－４７１―０００１   ＵＲＬ：http://www.leopalaceresort.com/golf/ 
          ※開催国の現地状況によって変更される場合がございますのでご了承願います。 

 

 

 

 

 

 

■コ ー ス：ハイビスカスコース(＝ニクラウスコース） ⇒ ブーゲンビリアコース（＝パーマーコ

ース）  

■試 合 日：２０１９年３月２３（土）～３月２４日（日）の２日間  

■練習ラウンド：２０１９年３月２２日（金） 

■締 切 日：２０１９年２月１５日（金）２４：００  

■試合方法：男子、女子各種目ごと、それぞれ３６ホールズ・ストロークプレー。（２日間） 

■種 目：男子 １８歳以下、１６歳以下、１４歳以下、１２歳以下、１０歳以下（１０歳～７歳）    

女子 １８歳以下、１６歳以下、１４歳以下、１２歳以下、１０歳以下    定員８０人 

 

            １８歳以下：２０００年３月２３日以降生まれ １６歳以下：２００２年３月２３日以降生まれ 

           １４歳以下：２００３年３月２３日以降生まれ １２歳以下：２００５年３月２３日以降生まれ 

           １０歳以下：２００７年３月２３日以降生まれ   
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※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。 

※２０１９年３月２３日を基準にした年齢で参加種目が決まります。（エントリー自体はＪＪＧＴの

運営システム上、日本ジュニアゴルフツアーの基準になっておりますので、大会本部にて

該当種目に変更させていただきます。） 

■申込方法：各国の指定による。 

■参 加 料：協会へのツアー参加料５万円、ツアー費用及び日程表については「大会結果」バ

ナーにも載っておりますので、ご確認ください。 

ツアー費用 選手お一人様￥１７８，０００  同行者様￥１４４，０００円 

※エントリー選手のうち成績上位者４０％以内の選手には奨学金支給！！ 

 

※旅行代金に含まれるものは下記の通りです。 

①宿泊料金（４泊分） 

②３/２４歓迎会バンケット１回及び３/２５朝食１回  

③送迎費用  空港⇔レオパレスホテル 

④世話役費用 

⑤【ジュニアのみ】ゴルフ代（練ラン１回＆本戦ラウンド２回、大会エントリーフィー） 

 

※ツアー代金に含まれないものは下記の通りです。    

①往復国際航空券（各自手配となります） 

     ②各空港税・燃油サーチャージ 

   ③上記以外の飲食代 

   ④パスポート取得代金 

   ⑤ＥＳＴＡ申請料    ⑥個人的性質の諸費用 

⑦日本国内交通費、任意の海外旅行保険料、その他  

 

■ツアー日程：日本からグアムジュニアオープンツアー日程は、下記の５泊６日となります。 

      ３/２１（木・祝日）国内空港からＵＳＡグアムへ向け日本出発（直行便、地方発着便あり） 

３/２２（金）練習ラウンド 

３/２３（土）本戦大会 １ラウンド 

３/２４（日）本戦大会 ２ラウンド、Ｂａｎｑｕｅｔ、さよならパーティー 

３/２５（日）午後日本へ帰国 

 

■参加資格：（１）２０００年３月２３日以降生まれの男女（１８歳以下）で選抜された選手 
           ※２０１９年３月２３日を基準にした年齢で申し込んでください。 

（２）各国の選抜代表または指定のアカデミーの推薦を受けたジュニア選手 

■表 彰：グアムＵＳＡレオパレス国際ジュニア選手権の優勝、準優勝、第三位には賞状と

記念品を授与。（エントリー数によって調整） 

※第１位にタイが出た場合は、マッチング・スコアカード方式により、順位を決定します。 

●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（ブーゲンビリアコース）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：この大会はワールドグレード１（WG１）の世界ジュニアゴルフツアーランキング対象

大会です。通常のＳＥＲＡポイントの５倍が付与されます。 

 

 



 
 

■特 典 ２：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人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

として補助いたします。 

  （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補

助いたします。 

  （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補

助いたします。 

 

■特 典 ３：国際ジュニアゴルフ大会への出場権付与 

「第７回グアムＵＳＡレオパレス国際ジュニア選手権」の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の各ディビジョンの優勝者並びにグアム本戦で

優秀な成績で入賞した選手には、 

（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。ヒ

ルズ日本オープンの他に、オーストラリア、台湾、中国、韓国、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 AU$30,700 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。（１年間の学費、ゴルフアカデミー費を

無料提供） 

（２） ２０１９年度に開催されるＪＪＧＴ主催または共催のすべての国際大会の本戦出

場権を付与。 

 

 

■競技規則：２０１９年度ＵＳＰＧＡ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プロ及びＬＰＧＡプロ、ＵＳＧＴＦ 

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

 

■お問い合わせ先：社団法人日本ゴルフツアー協会 日本事務局 

        〒１０５－０００１ 東京都港区南麻布５－１５－２ 

        ＴＥＬ０３－６３８０－５２６６  ＦＡＸ０３－６３８０－５５６４（担当：Ｔａｎａｋａ）         

Ｅ－Ｍａｉｌ ｃｏｎｔａｃｔ＠ｊｊｇｔ．ｎｅｔ 携帯：０９０－６３４４－０１７８ 

        大会公式ホームページ ＵＲＬ:http://www.jjgt.net 
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<GUAM Tournament Rule> 

 

・USGA rules in effect. Do not use local rules or local drop areas. 

・All ravines,water hazards, and boonie areas will be treats as lateral hazards. 

・Distance measuring devices are authorized but must only measure distance. 

・Cell phones must be kept in SILENT mode and only used between the green and next 

tee box. 

・PROVISIONAL BALL:Please play provisional ball when it appears your ball might be 

OB or lost. 

・If in doubt on ruling, play two balls, record both scores, and get ruling at end of play 

bofore signing your scorecard. 

・Players must sign and turn in their own scorecards as soon as possible after completion 

of play.  Check card carefully before turing it in. 

・Practice at the driving range is permissible and two 4-seater carts will shuttle players to 

and from driving range. No other carts are allowed at the driving range. 

 


