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韓国アカデミーキャンプ要綱          ― 2020 KOREA ACADEMY ―  

         

■主 催：一般社団法人日本ゴルフアカデミー協会（JGＡA）   

ＵＲＬ:http://www.jjgt.net  

■協   力：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）  

■アカデミー趣旨：本アカデミープログラムは、韓国ゴルフアカデミー協会との提携で実施され

るもので、ゴルフ強豪国・韓国で優秀なエリート韓国ジュニア達を育成しているゴ

ルフアカデミーに入会し、韓国のジュニア選手と寝食を共にしながら集中的に短

期・中長期的にレッスンを受けられる画期的なプログラムで、ゴルフスキルの向上

とメンタル強化を狙えます‼ また、自然の中で団体規律やマナー、エチケットなど

も身につけていただきます。 
■アカデミー時期：２０２０年３月から１１月下旬まで年間を通して韓国で実施されます。  
■アカデミー会場：韓国屈指のゴルフ場でＰＧＡ、ＬＰＧＡトーナメント会場でもあるリンクスコース

「現代ザー・リンクスカントリークラブ」会場（３６ホール）を利用したゴルフアカデミー

です。 

「現代ザ・リンクスカントリークラブ」    ＵＲＬ:https://www.thelinkscc.co.kr/ 

(ＨＹUＮDＡＩ ＴＨＥ ＬＩＮＫＳ ＣＣ／韓国忠清南道泰安郡２８４－１）      

ＴＥＬ８２－４１－６７０―０３００  

   

 

 

 

 

 

 

■選手強化韓国ゴルフアカデミーの特徴 

１．韓国のジュニア達とともにキャンプを通じて毎日ラウンドレッスン実施!! 

朝方、または午後に、韓国ツアープロ（元日本ツアープロ及びアメリア出身のツアープロ達）

によるラウンドレッスンを土曜・日曜の休日を除く毎日実施し、月２０回以上のラウンドレッス

ンを通じて、短期集中的にゴルフスキルの向上と団体行動によるトレーニング及びメンタル

強化を目指します。 

午前または午後は、ドライビングレンジにて打撃練習とショートゲームを行います。 

毎日①チップショット(Ｃｈｉｐ Ｓｈｏｔ) ②ピッチショット(Ｐｉｔｃｈ Ｓｈｏｔ) ➂バンカーショット 

Korea Junior Golf Academy Elite Challenge Camp   

韓国ジュニアゴルフアカデミー短期集中チャレンジキャンプ 

 Hyundai The Links Country Club 

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


(Ｂｕｎｋｅｒ Ｓｈｏｔ) ④パット(Ｐｕｔｔｉｎｇ)の４つの正確な技術を身に付けてもらいます。   

 

  ２．毎週スイングの分析診断とスコア分析表を作成・評価・レビュー実施!! 

毎週、最先端のＦｌｉｇｈｔＳｃｏｐｅ，Ｓａｍ Ｂａｌａｎｃｅ、Ｓａｍ Ｐｕｔｔ、Ｖ１ソフトを利用した個々の

スイング分析（モーション分析、体重移動分析、パッティング分析、ショット分析など）を行い、

個別データを出して要改善点を充分に理解した上で修正ドリルなどを行います。 

プロは受講生のレベルや希望を考慮して指導を行いますので全くの初心者からトーナメン

トプロまで安心して受講いただけます。ご自身の経験やレベルについてご心配いただく必

要はありません。 

 

３．毎月アカデミー独自の試合に参加し、レッスンの成果を確認します。 

その試合には賞金とスカラシップポイント与えられます。アカデミー生徒には全員８月２７日

～２８日に開催される「ボルビック杯・東アジア国際ジュニア選手権」の出場資格が与えられ

ます。コーチも大会運営プロとして参加しますので、成果を確認する意味でもなるべく全員

ご参加ください。 

保護者も８月２５日～２９日のツアー日程にご参加されれば、合流できます。大会期間中の

ギャラリーは認められています。 

 

■集   合：羽田または成田空港（関西空港、中部空港、福岡空港、仙台空港）で集合し、金

浦または仁川国際空港で合流して宿泊先まで専用車で移動します。人数に限り

がありますのでお早めにお申し出ください。 

選手だけの参加も認められています。 

■参加資格：（１）２００１年１月１日以降生まれの男女 

（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。 
■実 施 日 ：２０２０年３月９日（月）以降基本１ヶ月単位で実施します。 

        ※受講期間は基本的に１ヶ月単位となります。２週間しか参加できない場合におい

ては契約自体は１ヶ月で、２回に分けて受講することもできます。 

■３月アカデミー締切：２０２０年２月２９日２４：００（航空券だけはお早めに手配願います） 

■４月アカデミー締切：２０２０年３月１５日２４：００（航空券だけはお早めに手配願います） 

■５月アカデミー締切：２０２０年４月１５日２４：００（航空券だけはお早めに手配願います） 

■６月アカデミー締切：２０２０年５月１５日２４：００（航空券だけはお早めに手配願います） 

■７月アカデミー締切：２０２０年６月１５日２４：００（航空券だけはお早めに手配願います） 

※夏休みを利用していく選手は７/２７（月）から８/２２（土）までの４週間となります。 

   引き続き、８/２３（日）～２７（木）に開催される韓国の最大のジュニア大会「ボルビック杯」に参加さ

れるする選手は７/２７（月）から８/２7（木）までとなります。 

出国航空便は、７/２７（月）の午前便の手配をお願いします。帰国便は自由です。 

ボルビック杯に参加される選手の帰国便は８/２７の夕方便（１９時前後）のご手配をお願いします。 

■８月アカデミー締切：２０２０年７月１５日２４：００（航空券だけはお早めに手配願います） 

※夏休みを利用していく選手は７/２７（月）から８/２２（土）までの４週間となります。 

   引き続き、８/２３（日）～２７（木）に開催される韓国の最大のジュニア大会「ボルビック杯」に参加さ

れるする選手は７/２７（月）から８/２7（木）までとなります。 

  出国航空便は、７/２７（月）の午前便の手配をお願いします。帰国便は自由です。 

ボルビック杯に参加される選手の帰国便は８/２７の夕方便（１９時前後）のご手配をお願いします。 

■９月アカデミー締切：２０２０年８月１５日２４：００（航空券だけはお早めに手配願います） 

http://www.jjgt.net/


■１０月アカデミー締切：２０２０年９月１５日２４：００（航空券だけはお早めに手配願います） 

■１１月アカデミー締切：２０２０年１０月１５日２４：００（航空券だけはお早めに手配願います） 

⛳定員に達した場合には、上記の締切り前に締め切られることもありますのでご了承願います。 

⛳航空券はお早めにご購入ください。 

■募集人数：１０名前後 
■アカデミー参加料：協会へ５０，０００円 
■アカデミー料金：選手４９５，０００円（税別）／４週間 
        ※参加料には、ゴルフアカデミーレッスン代、アカデミー期間中の宿泊費、ショートホールプレ

ー費、２０回ラウンドレッスン費、練習ボール代、ラウンドレッスンの際の乗用電動カート代、

ドライビングレンジ使用料、土曜・日曜の休日を除く全日程の朝食付き、昼食付き、送迎空

港⇔宿泊寄宿舎⇔ドライビング練習場⇔ゴルフ場⇔空港、トレーニングセンター利用料、

サウナ利用料を含みます。        

 ※社団法人韓国青少年ゴルフ協会が主催する公式大会で、韓国におけるすべてのジュニア 

選手達がエントリーする大会に参加する際には、別途大会参加料６，０００円がかかります。 

その場合は、社団法人韓国青少年ゴルフ協会に直にお支払いください。 

         ※休日の食事や夕食は自分の好みに合わせて選手やコーチと共に近所のレストランで食 

べます。予算は１食当たり千円前後です。 

 

         ※参加料のツアー代金に含まれていないものは下記の通りです。    

①航空券代、空港税の税金 

②土曜・日曜の休日の飲食代、アカデミー期間中の夕食代 

③パスポート取得代金 

④個人的性質の諸費用 

⑤日本国内交通費、任意の海外旅行保険料、その他 

 

■申込方法：http://www.jjgt.net よりネットエントリー。 
        会員規約確認→会員登録→会員番号とパスワード取得→大会情報にてレッスン

会を選択→ランキング規約確認→エントリー→銀行振込決済→レッスン会出席 
        ※入金前においてレッスン会のキャンセルは、締切日の２４時までに決済案内のエントリー

＆決済履歴でできます。キャンセルは、必ず同じ決済案内のエントリー＆決済履歴にてエ

ントリーの内容をご確認ください。 ＦＡＸでのキャンセルをしたい方は、ＦＡＸ０３－６３８０

－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。※入金後のキャンセルは振替えができますが、締切日以降のキャンセルは理由

の如何を問わずできません。ウィンターキャンプ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 ０３８５７１１ 

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

★準備物：パスポート、ノート・筆記用具、水筒、タオル、常備用薬、帽子、着替え、洗面道具、

氷嚢（夏季）、運動靴、スリッパ、パジャマ、保険証控え、個人の勉強道具等。 

 

■ゴルフレッスン方法：ドライビングレンジでのスイング診断及びコースラウンドレッスン 

ラウンドレッスンは平日毎日行います。 

 

http://www.jjgt.net/


★選手強化ゴルフアカデミー基本時間割（Ｔｉｍｅｔａｂｌｅ）★ 
    時 間 割            アカデミー活 動 内 容 

０６：００～０９：００   月曜・金曜 ツアープロによるラウンドレッスン実施（乗用カート

使用）、朝食 

０７：００～１０：３０   火曜・水曜・木曜 朝食、アップ、ショートゲーム（アプローチ、バ

ンカー、パターレッスン） 

１０：３０～１２：３０ トレーニングセンターにて体力ヘルストレーニング、サウナ  

火曜・水曜・木曜 

ドライビングレンジにてショット練習、ショートゲーム 

① チップショット(Ｃｈｉｐ Ｓｈｏｔ) ②ピッチショット(Ｐｉｔｃｈ Ｓｈｏｔ) 

➂バンカーショット(Ｂｕｎｋｅｒ Ｓｈｏｔ)と➃パット(Ｐｕｔｔｉｎｇ)の４つの 

正確な技術をトレーニング 

※朝方のラウンドレッスン中の弱点をレビュー・改善 

１２：３０～１３：３０ 昼食、休憩 

１３：３０～１５：３０ 毎週月曜日クラブ分析及びスイング分析 

火曜・水曜・木曜 

トレーニングセンターにて体力ヘルストレーニング、サウナ 

（日曜は１３：３０～１６：３０ ドライビングレンジにて打撃練習  

PM１６：３０～１８：３０ ショートゲーム） 

１５：３０～１６：３０ ゴルフ場にてパッティング練習 

１６：３０～１８：３０ ドライビングレンジにてショット練習、ショートゲーム 

① チップショット(Ｃｈｉｐ Ｓｈｏｔ) ②ピッチショット(Ｐｉｔｃｈ Ｓｈｏｔ) 

➂バンカーショット(Ｂｕｎｋｅｒ Ｓｈｏｔ) ➃パット(Ｐｕｔｔｉｎｇ)の４つの 

正確な技術をトレーニング 

※朝方のラウンドレッスン中の弱点をレビュー・改善 

火曜・水曜・木曜 １６：３０～１９：３０ 

ツアープロによるラウンドレッスン実施（乗用カート使用） 

１８：３０～ 夕食、自由時間（火曜・水曜・木曜 １９：３０～夕食） 

※休日：土曜日・日曜日午前中    日曜日はＰＭ１時半集合、練習場にてレッスンいたします！ 

※指導言語：英語または韓国語、簡単な日本語で行います。生徒が多い場合は基本的な言語として現

地にて韓国語の読み・書きを教えます。 

■レッスン内容：（１）ドライビングレンジでのスイング診断の実施内容 

 

 

 

      実践的で効果的な練習！         憧れのテクニックを伝授！ 

 

 

 

 もち球でドライビングレンジを使用したレッスンを行います。 

 レッスン内容は個別指導。 

 コンピュータースウィング診断によるレッスン。 

 状況により入れ替え制も考慮します。 

 参加者全員にレッスン中に問題点や課題を出しますので記録して下さい。 

 オンコースでは、練習した事を実践してください。（途中質問 OK） 

 

上達のためには必須の練習法！ ティーチングプロの華麗なる技！ 



（２）ショートコース及びコースラウンドレッスンの実施内容 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

  

 （例えば、１番ホールは距離が長いのでティーショットのレッスンを行い、２番ホールは 

顎の高いバンカーがあるので、バンカーショットのレッスンを行い、３番ホールはグリー 

ンにアンジュレーションがあるのでパターレッスンを行う等です。） 

 

■指 導 者 ：（Coaching Professionals） 

本キャンプは、世界のゴルフ強豪国、韓国で一流ツアープロ達のティーチングメソッドをキャ

ンプに参加する皆様に提供する画期的プログラムです。コミュケーションを通して、韓国語や

英語の取得にも大いに役立ちます。 

 

★プロコーチ陣の紹介（Coaching Professionals） 

＜アレン・ユンチョンウォンプロ（Mr.Allen Yun Chungwon）＞ 

現代ゴルフアカデミー技術研究所所長、アメリカ出身。 

アカデミー協会公認インストラクター、アメリカ PGTA Class A #5103 

Professional、アメリカ The First Teeジュニアコーチ、Golf Smith Craft Man 

"Deploma"、 

著書「ゴルフスイングの定石」など多数。 

 

＜朴サンオンプロ（Mr.Park SangWon）＞ 

現代ゴルフアカデミー所属、韓国出身。 

アカデミー協会公認インストラクター。 

KPGA ツアープロ。第 56 回 Koron 韓国オープン、新韓東海オープン、東海

火災オープンなど数多くのプロ賞金大会に入賞。 

 

＜李スンフンプロ（Mr.Lee SeungHoon）＞ 

現代ゴルフアカデミー所属、韓国出身。 

アカデミー協会公認インストラクター。 

KPGAツアープロ（正会員）、チャレンジツアー賞金第３位、フロンティアツアー

賞金第３位など若手プロとして実績があり、ジュニア世代の育成にも力を注い

でいます。 

ティーショットレッスン 

アプローチレッスン 

パターレッスン 

 

 

バンカーレッスン 

各ホールの特性を活かし

コーチがそれぞれの課題

でステップアップレッスンを

行います。 

各ホールの特性を活かしたレッスン 



＜安ジヌプロ（Mr.An JinWo）＞ 

現代ゴルフアカデミー副院長、韓国出身。 

アカデミー協会公認インストラクター。 

オーストラリアメクアティーゴルフスクール卒業、ビボン中・高 校ゴルフ部監督、

社団法人韓国青少年ゴルフ協会執行委員長、 

 

＜金クァンソッププロ（Mr.Kim KwangSup）＞ 

現代ゴルフアカデミー院長、韓国出身。 

アカデミー協会公認インストラクター。 

社団法人韓国青少年ゴルフ協会競技委員長。プロ育成のため、年間を通して

タイなどに海外拠点を設け、ジュニア世代の育成にも力を注いでいます。 

著書「ゴルフ９０打をうち破る法」など多数。 

 

日本ではプロゴルファーを養成する本格的なゴルフアカデミーが少なく、地場のゴルフ練

習場に通いながらたまたまそこに所属しているプロゴルファーに教わっているのが現状です。

何等かの理由で別のコーチに指導を受けることになると、全く違うことを言われるのが日常茶

飯事。このようなゴルフ指導者の問題を抱え、経済的事情が許す限りゴルフ留学に行こうとす

るのが当たり前になっています。 

 

世界のゴルフ強豪国である韓国、その国のジュニア選手はなぜこんなにも強いのかと、ジュ

ニア選手育成に焦点を当てて日本の多くのプロ、学者、関係者達が研究分析を行っていま

す。世界的レベルのコーチング陣を擁し、エリート教育によるプロの人材育成を目指す韓国ゴ

ルフアカデミーに、社団法人日本ゴルフアカデミー協会が新しい指導方法として、日本のジュ

ニア選手達を派遣して、韓国ジュニア選手達と生活を共に営みながら、国際感覚を養うと同

時に、韓国のエリート教育を受けることにより、より短期集中的にステップアップを図るのが目

的です。 

 

今後世界でも活躍できるようなトッププロの卵を発掘、育成するため、「日本ゴルフアカデミ

ー協会×韓国ゴルフアカデミーカレッジ」の新設を機に、JJGT会員を対象にジュニアゴルファ

ーの指導に力と魂を注ぎます。真のプロゴルファーを目指すジュニア達が多く参加されること

を強く希望します。 

■アカデミーキャンプに際しての緊急連絡先：０９０－６３４４－０１７８ 

 

     アカデミーキャンプの注意事項            

 

■エントリー前の確認 

（１）本アカデミーキャンプにはＪＪＧＴの会員でないと参加できません。キャンプのエントリーには必ずキャン

プ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）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 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。 

（３）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。 

（４）アカデミーキャンプ開催に必要な最低エントリー数は１人とします。 

 

mailto:メールアドレスからcontect@jjgt.net


■エントリーについて 

（１）大会に出場したことがなく、初めてキャンプ参加の場合は、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）エントリーリスト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、キャンプ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）入金前のキャンプのキャンセルは、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。         

   ※キャンプ実施日における欠場届の記載内容はお名前、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は理由の如何を問わずできません。キャンプに不参加の場合でも参加料が発 

生しますのでご了承願います。 

 

■キャンプ当日 

（１）カートの使用：本キャンプでのラウンドレッスンはすべて乗用カートを使用します。各組にはキャディー

が付きます（コーチ）。大会期間中は帯同者はコースの中に入ることができます。キャディーバックは所

定の場所に置き、紛失のないように注意が必要です。 

（２）キャンプ当日の悪天候によるラウンドレッスン開催可否の判断は、開始１時間前の時点でキャンプの指

導者が判断いたします。ラウンドレッスン開催が不可能な時は、別のプログラムをこなします。 

但し、キャンプ開催中に起こった天災の場合は、キャンプを行ったものと見なします。 

（３）キャンプ中において、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。 

 

■その他 

（１）キャンプ中または移動中に発生したケガ、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、グリーン上のポールマークは必ず修復してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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。③ 

ＪＪＧＴ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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