
順位 所 属 ディビジョン OUT IN ストローク To Par ポイント 競技種目別優勝

1 東 京 都 10歳以下（女子） 43 42 85 + 13 208 総合優勝(+50p)

2 神奈川県 14歳以下（男子） 47 43 90 + 18 145 全国決勝大会出場権

3 神奈川県 12歳以下（女子） 49 44 93 + 21 139 12歳以下女子の部優勝

T4 千 葉 県 12歳以下（女子） 49 48 97 + 25 131

澤端　沙輝 東 京 都 10歳以下（女子） 49 48 97 + 25 131 全国決勝大会出場権

T6 埼 玉 県 10歳以下（男子） 49 50 99 + 27 127 全国決勝大会出場権

東 京 都 12歳以下（女子） 50 49 99 + 27 127

8 村井　束瑳 東 京 都 12歳以下（女子） 60 57 117 + 45 69

9 中野　佑星 千 葉 県 10歳以下（男子） 70 67 137 + 65 48

10 埼 玉 県 10歳以下（女子） WD Withdraw

11 東 京 都 10歳以下（女子） WD Withdraw

江川みなみ

高橋なつ希

矢島明日翔

篠原　桜司

主　 催　 社団法人 日本ゴルフツアー協会

　ハワイパール国際ジュニアオープン全国決勝大会（5/4-5）出場権獲得選手

【ハワイホノルル本戦ツアー日程：2019.7.22-28】

7/14-15全国決勝大会出場権獲得

   ↑　　↑　　↑　　以上カットライン

開催日　 2019年4月29日（月・祝） /晴れ

会   場　 ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース

大会グレード：グレード5（G5）

9th USA Hawaii Pearl Junior Open Championship Japan Qualify

第9回ハワイパール国際ジュニア選手権 日本代表選抜 関東地区(千葉)予選会

名        前

ストレートイン

INコース　⇔　OUTコース

18歳以下男子の部、16歳以下男子の部（Yardage: 6,377, Par: 36-36--72）

5/4-5全国決勝大会出場権獲得

※小学校2年生以下の選手は、特設ティーを使用することができます。

16歳以下女子の部、14歳以下男子の部（Yardage: 5,971, Par: 36-36--72）

14歳以下女子の部、12歳～10歳以下男女の部（Yardage: 5,412, Par: 36-36--72）

稲村かぐや

高橋　直樹

坪井　乃杏

●各種目優勝者及び成績優秀者には、2020年3月21日（土）～3月22日（日）に開催される「2020全日本ジュニアグランド選手権全国
   大会」　（千葉県：真名カントリークラブ）の出場権が与えられます。

大栗　愛珠

※順位でタイが出た場合は、マッチング・スコアカード方式を採用。

●複数の地区予選会への出場と成績認定基準
　　複数の地区予選会への出場を認めます。複数の地区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地区予選会の
　　成績を採用します。すべての地区予選会を通して、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。なお、ストレートインした選手が優勝した
　　場合、またはすでに別の予選会で優勝した選手、あるいは全国ランキングシード選手が優勝した場合には、次点者に決勝大会へ
　　のエントリー権利が与えられます。

主　 催　 社団法人 日本ゴルフツアー協会

　東アジア国際ジュニア選手権全国決勝大会（7/14-15）出場権獲得選手

【韓国本戦ツアー日程：2019.8.25-29】

大会グレード：グレード5（G5）

2019 Volvik Cup/East Asia Junior Open Championship Japan Qualify

第4回ボルビック杯・東アジアジュニア選手権日本代表選抜 関東地区(千葉)予選会

開催日　 2019年4月29日（月・祝） /晴れ

会   場　 ムーンレイクゴルフクラブ茂原コース



●本戦ストレートイン
　70台以下のスコアをマークした選手（10歳以下種目では84まで）は、人数に関係なく上記両大会の本戦大会のストレートインと
　なります。　よって、ハワイ及び韓国の本戦大会にエントリーすることができます。なお、すでにハワイまたは韓国本戦に出場資格を
　保有した選手あるいは全国ランキングシード選手が優勝した場合には、次点者にエントリー権利が与えられます。

●本大会の優勝者及び成績優秀者、並びに所定のカットラインをクリアした選手には上記両大会の全国決勝大会への出場権が
　与えられます。

ー　第9回 ハワイパール国際ジュニア選手権　ー

★全国決勝大会：2019.5/4（土）～5/5（日）会場：真名CC（千葉県）、練習ラウンド18H+36ホールズ・ストロークプレー、
　　　　　　　　　　　グレード1（G1、ポイント3倍）
　　　　　　5/3（金・祝日）公式練習ラウンド
　　　　　　5/4（土）大会1日目
　　　　　　5/5（日）大会2日目、表彰式（Awards Ceremony）

★ハワイホノルルツアー本戦日程（5泊7日）
　　日本からのハワイパール国際ジュニアオープンツアー日程は、下記の7/22（月）夜出発～7/28（日）午後帰国の5泊7日となります。
　　・ハワイ本戦日程：7/22（月）～7月25日（木）の4日間、18H練習ラウンド＋本戦54ホールズ・ストロークプレー　会場：ホノルル
　　 「パールカントリークラブ：PEARL COUNTRY CLUB」　　ハワイツアー日程：（5泊7日）7/22（月）～7/28（日）
　　　※宿泊ホテル：ハイアットリージェンシー・ワイキキリゾート＆スパ（Hyatt Regency Wikiki Resort & Spa）

　　　　　 7/22（月）夜便、成田空港からハワイへ向け日本出発（直行便）  地方発着便あり。
　　　　　 7/22（月）公式練習ラウンド（18H）
 　　　　　7/23（火）本戦1ラウンド（18H）
 　　　　　7/24（水）本戦2ラウンド（18H）
 　　　　　7/25（木）本戦3ラウンド（18H）、Banquet表彰式、夜打ち上げパーティー
 　　　　　7/26（金）1日自由行動、オプションにてホノルルツアー
 　　　　　7/27（土）ホノルル出発
 　　　　　7/28（日）午後、日本帰国
　　　　　※ハワイ本戦は7月23日現在を基準にした年齢で申し込むこと。

★代表選抜：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1-2名　計15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。
　⇒選抜者には日本代表としての統一ユニフォームと帽子を製作します。

ーVOLVIK杯・第4回東アジア国際ジュニア選手権日本代表選抜ー

  本大会の優勝者及び成績優秀者には、「東アジア国際ジュニア選手権」の日本代表選抜者として全国決勝大会の出場権が
与えられます。

★代表選抜：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。
　⇒選抜参加者には日本代表としての統一ユニフォームと帽子を製作します。

★全国決勝大会：2019.7/14（日）～7/15（月・祝）会場：真名CC（千葉県）、練習ラウンド18H+36ホールズ・ストロークプレー
　グレード1（G1、ポイント3倍）
　
　7/13（土）公式練習ラウンド
　7/14（日）大会1日目
　7/15（月・祝日）大会2日目、表彰式（Awards Ceremony）

★韓国本戦ツアー日程：2019年8月25日（日）～8/29（木）（開催会場：韓国泰安「現代ソラゴカントリークラブ」）
　8/25（日）日本の各空港から韓国へ向け日本出発（直行便）
　8/26（月）公式練習ラウンドまたはコース見学
　8/27（火）本戦1ラウンド
　8/28（水）本戦2ラウンド、表彰式、ソウルに移動
　8/29（木）ソウル中心街見学、世界最大の円形ドリーム練習場にてトレーニング、夕方日本帰国
※個人別の日程調整には対応させていただきますので、ご相談ください。

■特典1：ハワイ国際ジュニア日本代表へ奨学金（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大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、最終的に本戦に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で成立）
　　（１）成績上位者10％以内に該当する選手には、ツアー費用の50％をスカラシップとして支給いたします。
　　（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いたします。

■特典２：東アジア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大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、最終的に本戦に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で成立）
　　（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いたします。



■特典３：国際大会本戦への出場権付与
　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した選手には下記大会の本戦出場権が
 与えられます。
(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。（英語学費、ゴルフアカデミー授業費を無料提供）
(2)2019年7/22-28開催の「ハワイパール国際ジュニア選手権（ホノルル開催）の本戦出場権
(3)2019年8/26-28開催の「第4回東アジア国際ジュニアゴルフ選手権（韓国龍仁開催）の本戦出場権
(4)2019年11/26-28開催の「全豪ヒルズ国際ジュニアオープンチャンピオンシップ（オーストラリア、ゴールドコスト開催）の本戦出場権

★ハワイ及び韓国本戦服装：上記両国際大会の本戦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：ナショナルチームモデル）

※優勝者で決勝大会に進出できる条件は90以上（10歳以下の場合は99まで）といたします。
　 但し、予選会全体を通してカットラインを設定する際にはこの限りではありません。


