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大会要項              2019ジュニアゴルフ全国ランキング対象大会 

 

■主 催 ：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）  

■協   力：社団法人韓国国青少年ゴルフ協会（ＫＹＧＡ） 

■後   援：ボルビック株式会社 

■大会案内：本大会は韓国青少年ゴルフ協会（ＫＹＧＡ）及びＶｏｌｖｉｋ社のご協力により、「Ｖｏｌｖｉ

ｋ杯・東アジアジュニア選手権大会」 （８/２５日（日）～８/２９（木）、韓国泰安、現

代ザ・リンクスＣＣにて開催、ワールドグレード１：WG１、練習ラウンド１８H+３６ホー

ルズ・ストロークプレー）の国際ジュニア選手権大会で、日本代表として参加する選

手を選抜するものです。 

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直に体験し、韓国、中国、

台湾ジュニア達とも友情を深めていただきます。                 

■大会会場：生命の森リゾート 真名カントリークラブ（千葉県茂原市真名１７４４）   

ＴＥＬ０４７５－２４－５２１１       ＵＲＬ：http://www.mannacc.com/ 

 

 

 

 

 

 

         ◎ お車の場合 千葉外房有料道「大沢 IC」３ｋｍ,圏央道「北茂原 IC」3km[所要時間 ５分]  

          ◎ 電車の場合 ＪＲ外房線 茂原駅下車 タクシーで１５分 

 ＪＲ外房線 誉田駅下車 タクシーで２５分クラブバスは誉田駅南口より運行 

■コ ー ス：ゲーリー・プレーヤーコース ＯＵＴコース ⇔ ＩＮコース 

 

   健康・スポーツをテーマに自然と遊ぶ、「生命の森リゾート」 

   首都圏から約 1時間という恵まれたアクセス！夏は涼しく、冬は温暖な房総の地に広がる 

   「生命の森リゾート」。総面積３３０万ｍ２の広大な敷地内には、４５ホールのゴルフ場をはじ

めとした各種スポーツ施設や、４００名を収容する宿泊施設、レストラン、会議室、クリニック

などを完備した一大複合リゾートを形成しています。 

 

■試 合 日 ：２０１９年７月１４日（日）～７月１５日（月・祝日）の２日間 ３６H 

■締 切 日 ：２０１９年７月 ８日（月）２４：００ （ネットエントリーにて受付します） 

Volvik Cup・EAST ASIA Junior Open Championship 

第 4 回東アジア国際ジュニア選手権日本代表選抜決勝 

真名カントリークラブゲーリー・プレーヤーコース 

http://www.jjgt.net/
http://www.mannacc.com/


 

■公式練習ラウンド：２０１９年７月７日（日）及び１３日（土）の試合形式の練習ラウンドが可能で

す。※その他の日の練習ラウンドをご希望の場合は各自ゴルフ場に直接予約を入

れてください。予約受付は☎０４７５－２４－５２１１です。 

■組合せ発表：２０１９年７月１１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。 

■表 彰 式 ：２０１９年７月１５日（月・祝日） 大会終了後実施（ＰＭ２：３０～より予定） 

※表彰式の終了時間は、ＰＭ３時半を予定しています。 

■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。＞ 

※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）国内および海外の高校・中学・小学校に在学中の男女選手で、「２０１９東アジ

ア国際ジュニア選手権選抜大会」の全国のブロック予選会にて優勝または成

績上位選手、カットラインをクリアした選手 

（２）世界各国のゴルフ協会が推薦するジュニア選手およびチーム 

（３）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２０１９年６月３０日を基準にした順位を採用します。 

（４）下記の国際大会の入賞者及び各世界大会入賞者 

「第８回全日本ジュニアグランド選手権大会」の入賞者 

「ハワイパール及びバーバーズ国際ジュニアオープントーナメント」歴代入賞者 

「レオパレスカップ：グアムパンパシフィックジュニアオープン」歴代入賞者 

「ＢＭＷグアムＵＳＡジュニアオープン」歴代入賞者 

「日韓国際ジュニア選手権」歴代入賞者 

「東アジア国際ジュニア選手権大会」歴代入賞者 

「全日本ヒルズジュニア選手権大会」の歴代入賞者 

（５）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） 

■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）     

■参 加 料 ：２日間３６ホールプレー １５，０００円 

※プレー費１０，５００円（乗用カート込み、ドリンクバー、昼食バイキング付き）は各自ゴルフ場

にお支払い下さい。 

   

※なお、ご宿泊の方は、ゴルフ場の方に直接ご予約してください。  

当ゴルフ場にはホテル及びコーテージの宿泊施設が併設しており、部屋の確保はできており 

ますが、限りがありますので、本会場の宿泊施設が満室になった場合は、近隣の宿泊施設を 

ご利用ください。（後ろに、近隣宿泊施設の連絡先を掲載してあります） 

●予約受付   ☎０４７５－３５－３３３３     

 

  

※全国決勝大会のエントリーの際に「東アジア国際ジュニア選手権」の本戦申込みも同時に行

っていただきます。申込書は本大会要項の後ろに掲載しております。上記参加料にツアー

参加費として選手一人当り４万円（同伴者の方は不要）とともにお振り込みください。選抜さ

れた場合には、ツアー費用は請求書に従ってお支払いください。選抜されたにもかかわらず

自分の都合により辞退した場合には、同額のキャンセル料が発生しますのでご注意ください。 

本大会で選抜に漏れた場合にのみ、参加料を返金させていただきます。 

 

 



１０歳以下：２００９年１月１日以降生まれ  

 

■種 目：男子 １８歳以下、１４歳以下、１２歳以下、１０歳以下    

         女子 １８歳以下、１４歳以下、１２歳以下、１０歳以下  定員６０人 

            １８歳以下：２００１年１月１日以降生まれ  １６歳以下：２００３年１月１日以降生まれ 

           １４歳以下：２００５年１月１日以降生まれ  １２歳以下：２００７年１月１日以降生まれ 

        

■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、２位、３位の入賞者に賞状とトロフィーを授与しま

す。 

        ※エントリー数によって変更する場合があります。 

※順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、優勝者を決定します。 

●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。（最終ホールはＩＮコースとします） 

■ツアー日程：日本からの「東アジアジュニア選手権」ツアー日程は、下記の４泊５日となります。 

      ８/２５（日） 日本の各空港から韓国へ向け日本出発（直行便、地方発着便有り）  

８/２６（月） 大会会場視察、希望者練習ラウンド 

          ８/２７（火） 本戦大会１ラウンド 

          ８/２８（水） 本戦大会２ラウンド、表彰式、ソウルへ移動 

          ８/２９（木） ソウル一円・円形ドリーム練習場視察及び練習、夕方便で日本帰国 

 

■日本代表選抜人数：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。    

※今年８月２７日を基準にした年齢で申し込むことになります。   

 

■日本代表選抜基準：種目ごとの成績優秀者、競技種目の配分の他、ＪＪＧＴの選考委員会によ

る選抜方式を採用。 

 

 

■特 典 １：この大会は、グレード１（Ｇ１）のジュニアゴルフ全国ランキング対象大会です。 

        全国決勝大会のＳＥＲＡポイントは３倍付与されます。 

http://www.jjgt.net/


 

 

 

 

■特 典 ２：★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。 

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１１/２５～２８開催の「Australian Hills Open Championship」（オースト

ラリアゴールドコスト）の本戦出場権 

（３）２０１９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 

 

■特 典 ３：東アジア国際ジュニア選手権日本代表へ奨学金（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支

給・派遣いたします。 

  （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支

給・派遣いたします。 

  （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支

給・派遣いたします。 

  （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支

給・派遣いたします。 

 

★ストレートイン：７０台以下のスコア（１０歳以下種目では８４以下）をマークした選手には、自動

的に「東アジア国際ジュニア選手権」の本戦出場権が与えられます。人数制限があ

るため、事前のお申込みが必要で、申込み先着順を採用します。 

 

★本戦服装：「Ｖｏｌｖｉｋ杯・東アジア国際ジュニアゴルフ選手権」の韓国本戦に出場する選手に

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。 

 

★複数の地区予選大会への出場と成績認定基準 

複数の地区予選大会への出場を認めます。複数の地区予選大会に出場した選手

の成績は、最も優秀な成績を記録した地区予選大会の成績を採用します。すべて

の地区予選大会を通して、最終的に成績上位者数％（※大会本部から成績・人数

を考慮し、カットラインを設けて発表いたします）以内に入っている選手については



決勝大会への出場を認めます。 

■競技規則：２０１９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 

 

■大会運営ボランティア募集：大会当日は、カートの運転やスコアラーをしてくださるボランティ 

アを募集いたします。基本的なゴルフルールの知識や経験があり、状況に応じて

バンカーならしやピン持ちをし、各ホールごとスコアを確認し、アテストまで的確に

してくださる親御様のご応募を受付します。 

下記要領によって、メール（contact@jjgt.net）かＦＡＸ０３－６３８０－５５６４、お電話

０３－６３８０－５２６６までお申し込みください。 

※昼食は大会本部から提供されます。集合時間及び注意事項などは、組み合わせ発表の際 

に改めてご連絡させていただきます。 

         ※定員になり次第、締め切らせていただきますので、ご了承願います。                

① ランティア希望日：７/１４と７/１５の２日間またはどちらかの日          

        ②親御様の氏名：               選手名：               歳以下 

        ③日中の連絡先：                          

        ④メッセージ：                                            

 

■練習ラウンド：当会場の練習ラウンドとしては７月７日（日）及び１３日（土）の大会をご利用くだ

さい。その他の日をご希望する場合は、ゴルフ場に直接お申し込みください。 予

約受付は☎０４７５－２４－５２１１です。 

 

■宿泊施設：予約受付中です。７時前後のスタートを予定していますので、可能な限り宿泊の

方をお薦めします。宿泊料金は「ヒルズ国際ジュニアジャパンオープン決勝大会」

特別料金を設定しておりますので、大会会場に直接ご予約してください。 

  予約受付は 真名ホテル 日本メディカルトレーニングセンター 

☎０４７５－３５－３３３３  

 

※大会会場宿泊料金１（コテージ 1泊 素泊まり） 

………………………………５，８００円 

※大会会場宿泊料金２（コテージ 1泊 夕食・朝食バイキング付き） 

………………………………小学生６，７００円 中高生・大人１０，０００円 

※ホテル利用の場合は素泊まり７，６５０円 

１泊２食付き小学生９，２００円、中高生、大人１１，８００円。 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@jjgt.net


近隣の宿泊施設一覧表 

近隣宿泊施設名 連絡先 １泊料金 会場までの時間 

★ビジネスホテル 

 シティ・イン茂原（本館） 
0475-26-1711 

シングル 6,260円～ 

ツイン  11,550円～ 

１部屋当り料金/素泊まり 

朝食別途 800円 7時～ 

車で約１５分 

（駐車場代無料） 

★茂原ステージョンホテル 0475-24-2521 

シングル 5,600円～ 

ツイン  8,200円～ 

１部屋当り料金/素泊まり 

車で約２０分 

（駐車場代無料） 

★ホテルニュー福本 0475-24-0117 

シングル 5,940円～ 

ツイン  9,720円～ 

１部屋当り料金/素泊まり 

車で約２０分 

（駐車場代無料） 

★ビジネスホテル八千代 0475-22-0011 

シングル 6,000円～ 

ツイン  10,500円～ 

１部屋当り料金/素泊まり 

車で約１５分 

（駐車場代無料） 

★ビジネスホテルセントラル 0475-22-0311 

シングル 6,480円～ 

ツイン  11,620円～ 

１部屋当り料金/素泊まり 

朝食別途 500円 6時半～ 

車で約２０分 

（駐車場代無料） 

 

     大会注意事項            

 

■エントリー前の確認 

（１）本大会の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

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。 

mailto:メールアドレスからcontect@jjgt.net
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■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。（今大会も適用します） 

（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

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。 

 

■ＪＪＧＴ２０１９全国ランキング 

（１）ＪＪＧＴ２０１９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。 
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（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、一般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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