ＰＧＭ 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会
決勝大会参加者の皆様
当日のスケジュール等をお知らせ致します。組合せは変更になる場合がございますので、当日受付時に改め
て配付致します。また、スタート時間が変更になる選手には事前にご連絡致しますのでご了承下さい。
円滑に競技を進行する為、皆様のご理解・ご協力のほどお願い致します。
敬具

【開催日時】
7-8 男女・9-10 男女・11-12 男女：5 月 6 日（水・祝）・7 日（木）5:30～受付
13-14 男女・15-17 男女:5 月 5 日（火・祝）
・６日（水・祝）・7 日（木）5:30～受付
※選手及びキャディの方は、スタート時間の３０分前までに受付をお済ませ下さい。
スタート時間は別紙の組み合わせ表をご覧下さい。
※スタート時間の１５分前にはスタートホールにお集まり下さい。説明があります。
≪選手の皆様へ≫
 特設受付にて受付をして下さい。資料をお渡しします。
 プレー費・食事・その他、買い物のお支払いは、各日精算でお願いします。
（ロッカーキーは必ず各日返却してください）
ラウンド中、トラブルが発生した際などルール上で明確な判断ができない場合は、必ず競技委
員の携帯電話へ連絡して指示をあおいで下さい。
競技委員携帯電話番号：０８０－４３３２－５０７７
今大会は競技ですので、良いスコアを目指すのはもちろん大切ですが、ルールやマナーを守り、皆さん
が気持ちよくプレーできるよう心掛けて下さい。
≪キャディの皆様へ≫


特設受付にて受付をし、キャディバッヂをお受け取り下さい。



キャディ帯同許可申請書をご記入の上、お持ち下さい。（当協会 HP 上に PDF にて添付）



食事や買い物等をされた場合は、チェックアウト時に選手のカードホルダー番号で精算となり
ます。



選手以外の方はロッカーや浴室は使用できません。



ラウンド中、トラブルが発生した際などルール上で明確な判断ができない場合は、必ず競技委
員の携帯電話へ連絡して指示をあおいで下さい（携帯はマナーモードに設定してください）
。
競技委員携帯電話番号：０８０－４３３２－５０７７

キャディの方の注意事項を別紙で用意しております。そちらを事前にお読み下さい。
カートの運転やクラブの受け渡し、ピン持ち等、必要な範囲でご協力下さい。また、ご自分のお子様だ
けではなく、同組のお子様のサポートにもご協力をお願い致します。

≪カート運転手・ギャラリー観戦をされる皆様へ≫
カート運転手の方とギャラリー観戦をご希望される方は、ギャラリー許可申請書をご記入の上、特
設受付へご提出下さい。
（当協会 HP 上に PDF にて添付）


ギャラリー許可申請書をご記入の上、お持ち下さい。（当協会 HP 上に PDF にて添付）



お食事やお買い物等をされた場合は、各日チェックアウト時に選手のカードホルダー番号で精
算となります。



選手以外の方はロッカーや浴室は使用できません。

≪練習場の利用について≫
距離：250Y 14 打席
料金：スタート前の練習は１コインまで（プレー費に含む）
プレー後の練習は２コインまで（１コイン・324 円）
※プレー後の練習につきましては 13 時～17 時までと致します。時間については必ず守るようにしてください。

《近隣のゴルフ練習場について》
ワイズゴルフクラブ御嵩 http://ys-golfclub.com/
岐阜県可児郡御嵩町顔戸 1063-3

ＴＥＬ：0574-67-6811

※練習場のご厚意にて、大会期間中（5 月 4 日～5 月 7 日）出場選手は無料でご利用出来ます。
フロントにて受付が必要となります。詳しくは直接お問合せください。
《プレー費について》
5 月 5 日（火・祝）
・5 月 6 日（水・祝）13,800 円（練習コイン 1 枚・昼食込・税込）
5 月 7 日（木）9,750 円（練習コイン 1 枚・昼食込・税込）
《公式練習ラウンドのプレー費について》
公式練習ラウンドの組み合わせは協会 HP に掲載しております。
5 月 4 日（月・祝）
：15-17 男女、13-14 男女 13,800 円 （練習コイン 1 枚・昼食込・税込）
5 月 5 日（火・祝）
：11-12 男女、9-10 男女、7-8 男女 13,800 円（練習コイン 1 枚・昼食込・税込）
《決勝大会スタート方法、及び表彰式について》
決勝大会は多くのジュニアゴルファーを待ち時間少なくラウンドしてもらうため男子トーナメントで用いら
れる、午前・午後のスループレーの形を取らせて頂きます。そのため午前のトップスタートが 6 時 40 分、午
後のトップスタートが 11 時 10 分となります。

《午前午後のカテゴリについて》
5 月 4 日（月・祝）

午後練習ラウンド：15-17 男女、13-14 男女

5 月 5 日（火・祝）

午前：15-17 男女、13-14 男女
午後練習ラウンド：11-12 男女、9-10 男女、7-8 男女

5 月 6 日（水・祝）

午前：11-12 男女、9-10 男女、7-8 男女
午後：15-17 男女、13-14 男女

5 月 7 日（木）

午前：15-17 男女、13-14 男女
午後：11-12 男女、9-10 男女、7-8 男女

《5 月 7 日（木）の終了予定時刻について》※予定ですので、時間が前後することがあります。
第一部表彰式（13-14 男女・15-17 男女）終了予定時刻 15:00 頃
※日本代表選手は 15:00～説明があります。
（30 分程度）
第二部表彰式（7-8 男女・9-10 男女・11-12 男女）終了予定時刻 19:00 頃
※日本代表選手は 19:00～説明があります。（30 分程度）
遠方よりお越しの方も多いかと存じますが宜しくお願い致します。
《組み合わせについて》
2 日目以降の組み合わせは、前日の順位により決定致します。
前日夜に協会ＨＰ及び協会フェイスブックで掲載をします。また、当日の朝に組み合わせ表を掲示板に張り
出します。
協会 HP：http://www.ijga.or.jp/
協会 FB：https://www.facebook.com/ijga.or.jp
《2 日目以降の受付について》
選手は受付にて名前を伝えて下さい。
キャディの方は 1 日目に申請書をご提出頂いていれば、お名前を伝えてキャディバッジを受取るだけで結構です。
ギャラリーの方は 1 日目に申請書をご提出頂いていれば、お名前を伝えてギャラリーシールを受け取るだけで結
構です。申請書をご提出頂いていない方は、受付にて必ずご提出ください。

《期間中の昼食時間について》※選手の昼食代はプレー費に含まれております。
昼食は午前 10 時からご利用いただけます。
午後プレー組は、スタート前までにご利用ください。

《宮里優作プロのイベントについて》
5 月 7 日（木）午前の競技終了後、表彰式の前に宮里優作プロをお招きして、デモンストレーション、ジュ
ニア時代の経験談を語って頂くトークショーイベントを行います。午前の参加者については必ず参加して下
さい。今後の練習の参考になりますので、保護者の方も是非お集まりください。
開催時刻につきましては当日ご案内致します。

《練習ラウンドでの注意事項》
練習ラウンドにおいて、複数のボールでのプレーは禁止とする。
もし、この禁止事項が発覚した場合は即練習ラウンドの中止もしくは、決勝大会の出場取り消しをする場合
がある。
《公式練習ラウンドのギャラリー観戦について》
公式練習ラウンドに限り、キャディ・カート運転手以外の方のコースへの立ち入りは出来ません。
《土岐 IC 及び土岐方面よりお越しの方へ》
岐阜県土岐市では、5 月 3 日・4 日・5 日に【土岐美濃焼きまつり】が開催されており
土岐インターチェンジ周辺道路が大変混雑し、混雑通過に 30 分から 45 分程掛かりますので
土岐市内にご宿泊の方及び土岐インターチェンジをご利用予定の方はお時間に余裕をもってご出発ください。
《注意事項》
大会期間中、ゴルフ場駐車場内にてウォーミングアップの為にランニングをされる選手は、大会期間中
ゴルフ場駐車場一角に設けます、ランニングスペース内にて行ってください。ゴルフ場内における
事故防止にご協力をお願いします。

《その他注意事項》
当日は、選手・ご父兄の保険証をお持ち下さい。
（提示を求められた場合はお願いします）
やむを得ない理由で出場を辞退する場合は必ずＩＪＧＡまでご一報下さい。
（参加費の返金はできかねます。欠場の際は必ずご連絡頂けます様お願い致します）
ＩＪＧＡ ＴＥＬ：045-222-3155（平日 11 時～17 時）メール：office@ijga.or.jp
また、ＩＪＧＡ営業時間外～当日の場合は下記へご連絡下さい。
花の木ゴルフクラブ ＴＥＬ：0572-68-9111
※上記にお電話された場合、予約センターへ繋がります。ガイダンスに従って電話機をご操作下さい。

ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
■お問い合わせ 国際ジュニアゴルフ育成協会（ＩＪＧＡ）
ＴＥＬ 045-222-3155（平日 11 時～17 時） ／ メール office@ijga.or.jp
〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町 2-43-1 リヴシティ関内Ｂ1

