2018 年度 IJGT 日本代表選考会 関東予選 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

：

新君津ベルグリーンカントリー倶楽部
IJGT 日本代表選考会 大会事務局

開催日 ：

2018 年 7 月 31 日（火）

開催ゴルフ場 ： 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 （福岡県みやま市高田町上楠田 1519-2 TEL 0944-22-3309）

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。
※決勝大会（日本代表選考会）、アメリカ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 10 名予定
U-14 歳 女子の部 10 名予定
15-19 歳 男子の部 10 名予定
15-19 歳 女子の部 10 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（手引きカート利用可）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 青ティ （約 6,629 ヤード / パー72）

・U-14 歳

女子の部 白ティ （約 6,145 ヤード / パー72）

・15-19 歳 男子の部 青ティ （約 6,629 ヤード / パー72）
・15-19 歳 女子の部 白ティ （約 6,145 ヤード / パー72）
※大会当日のコース状態を考慮して変更になることもあります。

スタート時間
大会一週間前より、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
18 ホールスループレー

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ッ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ッ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
パッティング練習のみ許可する。

セルフプレーに関して
1、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）
2、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）
当日は一般組も来場するため、先行組との間隔を不当に空けないようにプレー進行に特に留意し、注意のこと。

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るが、高低差などの機能を持つ測定器の使用は禁止する。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。

決勝大会（日本代表選考会）進出条件
・各予選会場 20 名（各カテゴリー上位 5 名）、もしくは各カテゴリー上位 30％程度が決勝大会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）
・前年度のアメリカ大会優勝者、その他各カテゴリーの出場資格を有する者は決勝大会シードとなります。（ただし、各カテゴリーでの出場資
格を有する者。）
・決勝大会は 2018 年 8 月 20 日（月）に福岡県で開催予定です。決勝大会出場には別途エントリー手続が必要です。また、エントリーフィ
（6,000 円）が発生します。

NOBUTA GROUP マスターズ GC レディースへの出場について
決勝大会（日本代表選考会）女子の部ベストスコア賞の選手は、2018 年 10 月 18 日～21 日開催「NOBUTA GROUP マスターズ GC レディー
ス」の出場権が与えられます。

GDO アマチュアトーナメントエリア決勝大会の出場について
決勝大会（日本代表選考会）男子の部ベストスコア賞、女子の部ベストスコア賞の選手は「GDO アマチュアゴルフトーナメントエリア決勝大会」
の出場権が与えられます。（出場大会・開催日は該当選手の選出後、事務局で指定させていただきます。）

アメリカ大会（IJGT Tournament of Champions）への出場について
決勝大会に出場した選手全員が、2019 年 5 月開催予定のアメリカ大会 International Junior Golf Tour’s Southeast Tour Championship 出場
権と、Bishops Gate Golf Academy（https://www.bgga.com/）での短期トレーニングプログラム体験入学に参加する権利を獲得する。（有料。出
場にかかる料金は決定次第発表します。）
※昨年度の参加料金は、日本代表選考会各カテゴリー1～3 位の選手が＄1,250、日本代表選考会各カテゴリー4 位以下の選手が＄1,750。
今年度もほぼ同様の料金の予定です。
※アメリカでの出場大会は 2019 年 5 月開催予定の「International Junior Golf Tour’s Southeast Tour Championship 」を予定していますが、ア
メリカで開催の他の IJGT ツアー大会に変更の可能性があります。詳細は決定次第随時発表します。

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。（規則 27-1）
２．ラテラル・ウォーターハザードは赤杭又は赤線をもってその限界を標示する。
線と杭が併用されている場合は線がその限界を標示する。（規則 26-1）
３．修理地は青杭を立て、白線をもってその限界を定める。（規則 25-1）
※白線のみでの標示箇所あり
４．バンカー内の石は動かせる障害物とする。（規則 24-1）
５．下記の物は動かせない障害物とする（規則 24-2）
(ａ)排水溝
(ｂ)カート道路（隣接する砂利で覆われた箇所及び裸地までの全幅をもってカート道路とみなす）
(ｃ)花壇（小石で被服された場所を含む）
(ｄ)芝草保護用のゴムマット
(ｅ)パッティンググリーンに近接する動かせない障害物（例：スプリンクラーヘッド） 『ゴルフ規則付Ⅰ(Ａ)４ａ』を適用する。
６．パッティンググリーンで球が偶然に動かされること
球がパッティンググリーン上にある場合、その球やボールマーカーがプレーヤーや携帯品によって偶然に動かされても罰はない。その球
やボールマーカーは規則 18-2, 18-3, そして規則 20-1 に規定されている通りにリプレースされなければならない。このローカルルールはプレ
ーヤーの球やボールマーカーがパッティンググリーン上にあり、いかなる動きも偶然である場合にだけ適用する。

注：パッティンググリーン上の球が風、水あるいは重力などの他の自然現象の結果として動かされたものと判断された場合、その球はその
新しい位置からあるがままの状態でプレーされなければならない。また、そのような状況で動かされたボールマーカーはリプレースしなければ
ならない。
７．地面にくい込んでいる球の救済
付属規則Ⅰ(Ａ)３ａを適用する。（ゴルフ規則 160 ページ参照）
８．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、スタート前の練習は一人１コインとする（２０球）
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怪我、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。

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返金はできません。
決勝大会 予備日： 8 月 2 日（木）（予定）
※予備日での開催になった場合、9Ｈの成績で順位を決定します。また、この場合のプレーフィは 2,160 円（予定）です。
※予備日での開催になった場合、当初の開催日に参加するために発生した費用（交通費、宿泊費など）はご自身の負担となりますのでご了
承ください。

練習ラウンド
＜練習ラウンドの予約について＞
下記注意事項に留意し「ＩＪＧＴ関東予選」に出場旨を申し出の上、電話にて新君津ベルグリーンカントリー倶楽部に直接申し込む事。
予約電話番号 TEL：0439-70-5130
①

必ず電話での予約をお願いします。（特に指定日を設けません）

②

大会参加者一人でのプレーはできません。必ず２名以上でのプレーをお願い致します。

③

保護者がノンプレーで同行する場合、カートフィーとして全日 2,160 円をお支払い頂きます。

④

必ず目土袋をご持参ください。（ボールマーク修復・目土にご協力ください。）

＜練習ラウンド料金（税込）＞
大会出場者 ：平日 3,240 円（食事代別）

土日祝 5,400 円（食事代別）

同伴保護者 ：平日 6,290 円（食事代別）

土日祝 12,230 円（食事代別）

・今大会の練習ラウンドでの予約に限り、２バッグの割増料金は無料とします。
・高校生までがジュニア料金適用ですので、必ず学生証を持参して下さい。ただし、高校生であっても 18 歳以上の方は別途
利用税がかかります。

保護者の方へ
1、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クラブハウス周りに限り認めるものとし、他は禁止します。

（当日変更になることもあります。また、スタッフの指示に従って下さい。）
2、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。
3、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ける
ことはできません。
4、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。
5、ゴルフ場にふさわしい服装でご来場ください。サンダル・T シャツ等でのご入場はお断致します。

申込をキャンセルする場合について
・大会前日（土日祝除く）の午後 5 時まで…IJGT 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ません。

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大会開催及び運営に関する業務。
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。
②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 日本代表選考会

大会事務局

TEL：03-5656-2871（平日

10:00～18:00）

E-mail: ijgttournament@kidsgolf.co.jp

