IJGT アジアンサーキット日本代表選考会

関西予選

大会要綱
主催 ： インターナショナルジュニアゴルフツアージャパン（IJGT）
運営 ： 池田カンツリー倶楽部
IJGT アジアンサーキット日本代表選考会 大会事務局
開催日 ： U-14 歳（男子の部・女子の部） 2014 年 8 月 25 日（月）
15-19 歳（男子の部・女子の部） 2014 年 8 月 25 日（月）

開催ゴルフ場 ： 池田カンツリー倶楽部
住所 ： 〒563-0021 大阪府池田市畑 3-11

TEL：072-751-6801

出場資格
U-14 歳 男子の部

U-14 歳 女子の部

15-19 歳 男子の部

15-19 歳 女子の部

※予選会開催時の年齢でのエントリーとなります。
※日本代表選考会本選（決勝）、アジア大会、世界大会開催時に参加カテゴリーより年齢が超えてしまう場合、
予選参加時のカテゴリーでの出場とする。
募集人数
U-14 歳 男子の部 20 名予定
U-14 歳 女子の部 20 名予定
15-19 歳 男子の部 20 名予定
15-19 歳 女子の部 20 名予定
競技方法
各部門 18 ホールストロークプレー、セルフプレー（手引きカートは使用不可）での競技。
注）悪天候等で、全員が 18H 終了できない場合は 9H の成績で順位を決定する場合もある。
競技委員会の裁定
競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。
競技規則
JGA 競技規則ならびにこの競技におけるローカルルールを適用。
タイの決定
18 番ホールからのカウントバック方式を採用し順位を決定する。
使用ティ
U-14 歳 男子の部 白ティ （約 6,091 ヤード/パー71）

U-14 歳 女子の部 ゴールドティ （約 5,776 ヤード/パー71）

15-19 歳 男子の部 青ティ （約 6,446 ヤード/パー71）

15-19 歳 女子の部 白ティ （約 6,091 ヤード/パー71）

使用コース … 五月平/綾羽
スタート時間
大会約一週間前より、大会 HP にてスタート時間の確認（組合せ）が可能となります。
注）当日、キャンセル発生などにより多少スタート時間が変更になる可能性があります、その際には本人に了解を得た上で

対応して頂く場合があります。
使用球
競技者の使用球はＲ＆Ａ発行の最新の公認球リストに記載されているものでなければ
ならない、ただしワンボール条件は適用外とする。（JGAHP:jga.or.jp）
使用クラブ
競技者が持ち込むドライバーはＲ＆Ａ発行の最新の適合ドライバーヘッドリスト（モデルとロフトで認識される）上に
掲載されるクラブヘッドを持つものでなければならない。（JGAHP:jga.or.jp）
ラウンド方法
9 ホールの終了後に食事休憩が入ります。スループレイではありませんので 9 ホール後にスタート時間をキャディーマスター
室にてご確認ください。 → 18 ホールのスループレーに変更になりました（8/18）
ホールとホールの間の練習禁止
＜規則 7－2＞
プレイヤーは、１ホールのプレー中及びホールとホール間での練習はしてはならない。
＜33－1 競技委員会による競技規定＞
(a)競技者はプレーを終えたばかりのパティンググリーン上や、その近くで練習ストロークをしてはならない.
(ｂ)球を転がすことによってプレーを終えたばかりのパティンググリーン面をテストしてはならない。
この条件の違反罰は、次のホールにて２打罰、正規のラウンドの最終ホールで違反があった場合はそのホールに対して
罰を受ける、但しハーフターンの時の指定練習グリーンによるパティング練習のみ許可する。
セルフプレーに関して
競技中はキャディの帯同は認めない、アドバイスを受けることもできない、但しアドバイス以外の誰もが知りえることは
同伴競技者や競技委員に聞くことができる。（ルール、距離確認など）
プレイヤー自身でディボット埋めやバンカーを均し、ボールマークの修復を行うこと。
遅延プレーについて
タイムキーパーを設定し、プレーを不当に遅延した場合は２打罰を課す（。対象組全員、または個人）プレー進行留意し、
先行組との間隔を不当に空けないように注意のこと。当日は一般組も来場するため、プレー進行には特に留意して下さい。
距離測定機について
この競技において距離測定器の使用は認めますが、高低差などの機能を持つ測定器の使用は禁止します。
この項目の違反は競技失格となる。
競技終了時点
本競技は競技委員長の成績発表がなされた時点を持って終了したものとみなす。
表彰式について
表彰式は最終組の集計が終わり次第行います。表彰式には全員参加をお願い致します。
本選（決勝）進出条件
・各予選会場 20 名（各カテゴリー上位 5 名）程度が本選（決勝）への出場権を獲得する。
（人数は変更になる場合
があります）
・アジア大会優勝、特別推薦枠、各カテゴリーの出場資格を有するものは本選（決勝）シードとなります。
（注）ただし、各カテゴリーでの出場資格を有する者。
※日本代表選考会本選は、2014 年 9 月 15 日（月・祝） にムーンレイクゴルフクラブ茂原コース（千葉県茂原市）
にて開催予定。
（詳細は決定次第大会ホームページで発表します。
）

※日本代表選考会本選出場には別途エントリーフィー（6,000 円）
、プレーフィーが発生致します。
アジア大会への出場権について
日本代表選考会決勝大会各カテゴリー上位 3 名が、2015 年 3～4 月頃タイで開催予定のアジア大会への出場権を
獲得する。
※アジア大会参加にかかる経費は、各カテゴリー1 位はホテル代、エントリーフィー、ゴルフ代を IJGT が負担、
2 位・3 位はエントリーフィー、ゴルフ代を IJGT が負担。
（渡航費は各自負担）
※天候、情勢問題によりアジア大会の日程、開催地が変更となる場合があります。
ローカルルール
１ アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。
２ 修理地は青杭と白線で表記されている。白線をもってその境界を標示する。
３ コース内の全ての水際はラテラルウオーターハザードとし、その境界赤杭または赤線をもって境界を標示する。杭と
線が併用されている場合は線がその境界を標示する。
４ 排水溝は動かせない障害物とする
５ 人口の表面を持つ道路に接した排水溝は、その道路の一部とする
６ 樹木保護の支柱や視線は動かせない障害物とする。ゴルフ規則２４－２によって救済が受けられる。
７ グリーン上にボールがある時には使用クラブはパターに限定する
注意事項
１ 競技の変更やローカルルールの追加、変更がある時には掲示ボードにて告知する
２ グリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用禁止とする
３ 大会当日、練習場は工事の為使用できません。
４ コース内には携帯電話を持ち込まないこと
５ クラブハウスへの入場の際には必ずジャケット、ブレザー、学生服を着用すること
６ 目土袋、グリーンフォークは各選手が自身で携帯しディボット跡の埋めを行うこと
７ プレーフィ、飲食、売店での買い物は、当日ゴルフ場にて各自精算となります。
8 大会中に発生した疾病や紛失、破損、その他の事故等に際し主催、協賛、協力等の各団体は一切責任を負いません。
9 練習ラウンド、大会当日とも免税申請の為学生証の提示をお願いします。
申込をキャンセルする場合について
・申込締め切り前まで…スポーツエントリーに連絡。
・申込締め切り後…ＩＪＧＴアジアンサーキット大会事務局へＴＥＬもしくはメールにて連絡。
・大会前日（土日祝除く）の午後 5 時まで…ＩＪＧＴアジアンサーキット大会事務局へＴＥＬもしくはメールにて
連絡。
・それ以降はゴルフ場へ連絡。
※ご入金後のキャンセルによる返金はできかねます。
その他
・悪天候等で、全員が 18H 終了できない場合は 9H の成績で順位を決定する場合もある。
・荒天等の理由で開催不可能な場合は予備日で実施しますが、予備日に欠場された場合エントリーフィーの返金は
できません。
関西予選 予備日：

9 月 1 日（月）

※予備日の場合の使用コースは綾羽/衣懸です。

練習ラウンド
・練習ラウンド期間 平日のみ
・料金 7920 円昼食別、セルフプレー
・ジュニアのみのプレーは禁止。
・同伴保護者も 7920 円昼食別
注）予約については電話にて池田カンツリー倶楽部に「ＩＪＧＴアジアンサーキットの練習ラウンド」と申し出の上、
直接申し込む事。

保護者の方へ
ギャラリーのクラブハウス内への立ち入りを認めます。コース内への立ち入りはスターティングホール各コース 1 番・10 番のティ
グランド周辺と、9 番・18 番のグリーン周辺に限り認めるものとし、他は禁止します。
また、一般営業をしておりますので他のお客様のご迷惑になるようなことのないようにお願い致します。
＊選手関係者は選手にプレー中（第 1 打ティーショットより最終ホールアウト後スコア提出を済ませるまで。）一切のアドバイス
や話しかることはできません。
＊携帯電話の使用はクラブハウス内及び駐車場付近に限ります。また、来場される際の服装はゴルフ場にふさわしいもので、
サンダル・T シャツ等でのご入場をお断りしております。

個人情報に関する同意内容
出場希望者は、出場申し込みに際し、本大会が取得する個人情報をつぎの目的の範囲内で他に提供（公表）すること
について、予め同意いただくこととします。
①

会開催及び運営に関する業務。

②

これには、参加に対する競技関係書類の発送、大会に際しての大会関係者（報道関係者を含む）に対する参加者
の氏名、生年月日、所属（学校名・学年）
、その他選手紹介情報ならびに大会の競技結果の公表を含みます。

③

この申込者に参加者の個人情報と、その大会における競技の記録の保存、ならびに大会終了後において必要に応
じ、そのうち上記①記載の公表事項の適宜の方法による公表。

肖像権に関する同意内容
出場希望者は、出場申し込みに際し、本大会（競技会場における競技に伴う前後の行事等を含む）に関して、その中
継・再映・報道・広報の為、あるいはインターナショナルジュニアゴルフツアージャパン及びキッズゴルフ株式会社
の目的に反しない範囲での利用をするために、各記録媒体による収録物、複製物、編集物にかかる競技者の肖像権を
インターナショナルジュニアゴルフツアージャパン及びキッズゴルフ株式会社に譲渡することを予め承諾頂いた事
といたします。

問い合わせ
IJGT アジアンサーキット日本代表選考会
TEL：03-3433-7300（平日

大会事務局

10:00～18:00）

E-mail: ijgt_info@kidsgolf.co.jp

