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ワンデイスクール要綱               ― 2015 One Day School ―  

         

■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  

■スクール会場：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。 

 
 

■キャンプ内容：真名カントリークラブの施設を利用し、ワンデイスクールプログラムを通じて、主

にゴルフレッスンを中心にステップアップを図ります。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。  

■コ ー ス：午後からＯＵＴ又はＩＮの９ホールラウンドレッスン 

■開 催 日：平成２７年１１月２２日（日） 

■締 切 日：平成２７年１１月２０日（金）２４：００ （ネットエントリーで受付します） 

         ※定員になり次第締切りさせていただきます。 

■エントリーリスト発表：平成２７年１１月２１日（土）以降大会ホームページ http://www.jjgt.net 

にエントリーリストを発表いたします。 

■集   合：基本的にはスクール会場に８：４５集合。現地集合が困難な方のためにＪＲ新宿駅

東口アルタ向え側にスクール会場行きの乗用車をご用意させていただきます。人

数に限りがありますのでお早めにお申し出ください。現地解散となりますので、保
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護者は１７：００にスクール会場までお迎えをお願いします。 
※スクールはお子様だけのご参加も可能です。 

■集合時間：スクール会場行き乗用車をご利用したい場合は、平成２７年１１月２２日（日）６：３０

～ＪＲ新宿駅東口アルタ（ALTA）向えのバス停で集合してください。７：００には新

宿駅を出発しますので遅れないようにご注意ください。 

■当日受付：参加者各自の受付は、ＡＭ８：４５より専用カウンターにて行い、ロッカーキーの授 

受はフロントカウンターで行います。 

■解   散：平成２７年１１月２２日（日） ＰＭ５：００ スクール会場にて解散 

        引き続き、１１月２３日（月・祝日）に開催されるスクールに参加される場合は、１１月

２３日(月)ＰＭ５時に現地解散となりますのでお迎えをお願いします。 
※１１月２２日（日）はゴルフコースの宿泊施設にて保護者とのご宿泊が可能です。 

 

■参加資格：（１）１９９７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） 

（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。 

■募集人数：１２名前後 

■参 加 料：３８，４００円（ランキング登録管理費１０，８００円／年間、登録済みの方は不要） 

        ※参加料には、本キャンプ参加費、ゴルフレッスン費、９ホールプレー費、９ホールラウンドレッ

スン費、バイキング昼食付き、練習ボール代、乗用カート代、ドライビングレンジ使用料を含

みます。  ※最少催行人数は４名です。 

■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。スプリング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 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。 

 

■準備物：筆記用具、水筒、タオル、常備用薬、帽子、着替え、保険証等 

■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等及びハーフコースのラウンドレッス

ン行います。 

 

■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！ 

 

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！ 
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 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） 

 
 

（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： 

圧倒的な強さと、トレードマークの金髪により「ゴールデンベア」と称され、日本では「帝王」と

呼ばる史上最高のゴルファー、ジャック・ニクラウス。ジャック・ニクラウスゴルフアカデミーは、

世界各地のアマチュアおよびプロゴルファーにレッスンを行う世界有数のゴルフ・スクールで

す。ジャック・ニクラウス氏はその卓越した理論と指導方法により、世界のメジャートーナメント

で活躍する数多くのビッグネームを育てた実績を持っています。氏が育てたインストラクター

陣も評価が高く、今回は日米で２２年間ジャック・ニクラウスゴルフアカデミーでチーフインスト

ラクターとして指導してきたトッドベーカーコーチを迎え、ゴルフの神髄を教えていただき、皆

様の能力を引き出します。 

世界一流プロ達が認めたジャック・ニクラウス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。 

 

[トッドベーカー（Mr. Todd Baker）インストラクター）] 

カナダ出身。ジャック・ニクラウス公認シニアインストラクター兼日本ゴルフアカデミー協会指 

導公認インストラクター。日本語堪能。 

カナダＰＧＡのＡ級メンバー。ジャック・ニクラウスゴルフアカデミーで日米通算２２年間チー 

フインストラクターとして活動。２０１０年にセントアンドリュースの全英オープンを含め、数多く 

のプロフェッショナルトーナメントコーチとしてツアーに参加。２０１０年ＪＧＴＯルーキーオブザ 

イヤーに輝いた園田峻輔プロのコーチでもあります。 

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 



 

[エントリー人数によってコーチ陣調整] 

 

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。 

 

世界的レベルで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日本

ゴルフアカデミー協会が今回のスプリングキャンプコーチとして指名したのが、ジャック・ニク

ラウス公認インストラクターの資格を保持し、コーチとして日米２２年間のアカデミー実績を

有して、優れた分析能力で安定するゴルフができるように指導に当たっているトッドベーカ

インストラクターです。 

 

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×トッドベーカーインターナショナルゴルフカレッジ」を開設しており、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いでくれます。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願います。 
 

■ワンデイスクールスケジュール： 

                                     ※状況により変更する場合がございます。 

    時 間             ワンデイスクールの内容 

０６：３０～ 原則スクール会場集合。スクール会場行き乗用車をご利用したい

場合は、ＪＲ新宿駅東口アルタ（ＡＬＴＡ）向えバス停に集合 

０７：００～０８：３０ スクール会場である真名カントリークラブに移動 

０８：４５～０８：５５ スクール会場にて受付、オリエンテーション 

０９：００～１２：００ 

（組分け） 

ドライビングレンジでのスイング診断及びレッスン実施 

ポスチャー、スイングチェック講習（技術、身体、メンタル、戦略に

ついて指導） 

パッティング、チッピングレッスン 

★ビデオ診断を行いながらレッスン実施、前後対比をします。 

★その都度、参加者にレポート課題を出します。 

１２：００～１２：４０ ランチ、休憩（状況により調整） 

１２：４０～１３：４０ 

（組分け） 

ポスチャー、スイングチェック講習（技術、身体、メンタル、戦略に

ついて指導） 

パッティング、チッピングレッスン 

★ビデオ診断を行いながらレッスン実施、前後対比をします。 

★その都度、参加者にレポート課題を出します。 

１３：５０～１６：２０ 

９ホール スキルアップラウンドレッスン実施 

（コース戦略、ホールの攻め方、ティーショット位置、傾斜からのショ

ット、バンカーショットなど） 

オンコースでの状況判断の仕方やライによる打ち方の違いの勉強 

１６：３０～１６：５０ アカデミーキャンプディプロマ（ＤＩＰＬＯＭＡ）授与 

ワンデイスクール総評、解散 



 ■キャンプに際しての緊急連絡先：０９０－６３４４－０１７８ 

 
     ワンデイスクールの注意事項            

 

■エントリー前の確認 

（１）本スクールにはＪＪＧＴの会員でないと参加できません。スクールのエントリーには必ずスクール要綱と注

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）スクール開催に必要な最低エントリー数は４人とします。開催できなかった場合は、向こう１年以内の別

のスクールに参加する権利を与えます。 

 

■エントリーについて 

（１）大会に出場したことがなく、初めてスクール参加の場合は、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、スクール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）入金前のスクールのキャンセルは、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。         

   ※スクール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。スクール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。 

 

■スクール当日 

（１）カートの使用：本スクール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、エントリー

リストの発表の際に要請をさせていただきます。状況によっては、キャディーバックは所定の場所に置き、

必要なクラブだけを使用する場合もあります。 

（２）スクール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時間前の時点でスクールの指

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、別のプログラムでこなします。 

但し、スクール開催中に起こった天災の場合は、スクールを行ったものと見なします。 

（３）スクール中において、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

mailto:メールアドレスからcontect@jjgt.net


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）スクール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。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

