ゴルフパートナー presents
平成 30 年度 全国中学校ゴルフ選手権大会
文部科学大臣旗争奪 第 26 回中学男子団体の部・第 11 回中学女子団体の部
大 会 要 項＜競技規定＞
主
後

催
援

一般社団法人日本高等学校ゴルフ連盟
スポーツ庁、茨城県、茨城県教育委員会、茨城県体育協会、行方市、行方市教育委員会、
茨城県観光物産協会、
日本ゴルフ協会、
日本プロゴルフ協会、
日本女子プロゴルフ協会、
日本ゴルフツアー機構、関東ゴルフ連盟、茨城県アマチュアゴルフ連盟、読売新聞社、
報知新聞社、スポーツニッポン新聞社、日刊スポーツ新聞社
特別協賛 ゴルフパートナー，ゼビオ，ヴィクトリア，㈱アコーディア・ゴルフ
協
賛 キャロウェイゴルフ㈱、山口トヨペット㈱、ヨネックス㈱、井村屋㈱、RIZAP イノベーショ
ンズ㈱、ブリヂストンスポーツ㈱、住友ゴム工業㈱、アサヒ飲料㈱、
日本カバヤ・オハヨーホールディングス㈱、ヤマハ㈱、㈱スポーツインダストリー
特別協力 (公財)ジュニアゴルファー育成財団、
協
力 セントラルゴルフクラブ、セントラルゴルフクラブ NEW コース
アルバトロス・ビュー、週刊パーゴルフ、GOLF Net TV、㈱スカイＡ
運営協力 ㈱ＪＴＢ ，㈱スポーツインダストリー
期
日 平成３０年 ８月 ５日（日） 開会式・選手最終登録
６日（月） 団体の部 公式練習日
７日（火） 団体の部 大会第１日
８日（水） 団体の部 大会最終日・表彰式
会
場 セントラルゴルフクラブ NEW コース
〒311-3816 茨城県行方市小牧 1006-9 Tel 0299-73-0077
出場資格
① 各地区予選大会通過校
(1)男子 １６校：関東 ６校・中部 ３校・関西 ２校・中国 １校
四国 ２校・九州 ２校
(2)女子 １０校：関東 ４校・中部 １校・関西 １校・中国 １校
四国 １校・九州 ２校
＊予選が成立しない地区は，組織委員会で審議の上，出場決定を行う。
② ①以外の地区は主催者より出場資格を与えられた学校
競技規則
日本ゴルフ協会競技規則（2016 年度版）
・日本高等学校ゴルフ連盟競技規則および
本競技ローカルルール
競技方法
１日１８ホール、
２日間合計３６ホールズストロークプレーの１校４名
（３名でも可）
による団体戦
① 各校４名のうち各日上位３名の２日間合計の総ストローク数の少ない学校を上位とす
る。
② すべての順位決定において、①の総ストローク数が同数の場合は、２日間の４人の合
計ストローク数の少ない学校を上位とする。
③ さらに同数の場合は、優勝校決定の場合のみ、競技委員会の指定するホールで、代表
１名によるホールバイホールによるプレーオフを行う。但し、プレーオフが行えない
場合は、最終日の４人の総ストローク数の少ない学校を上位とする。さらに同数の場
合は、最終日の４人の総ストローク数による１０番から１８番でのマッチング・スコ
アカード方式及びカウントバックにて順位を決定する。
それ以外の順位は、最終日の４人の総ストローク数の少ない学校を上位とする。
④ さらに同数の場合は、最終日の４人の総ストローク数による１０番から１８番でのマ

1 / 3

ッチング・スコアカード方式及びカウントバックで順位を決定する。

※ 全日（公式練習日も含む）道具や携帯品をカートに積むことができる。競技者は競技委員会で
指定された場所以外ではカートに乗車することはできない。
※ 本競技は 18 ホール終了をもって成立とする。天候等の理由で 36 ホールできなかった場合には
競技を短縮することがある。
選手登録
① 選手登録は男女共６名、出場選手は男女共５名（補欠１名含む）
、監督はそれぞれ１名とす
る。
※出場選手は事前選手登録の６名より選出しなければならない。
※海外からの外国人留学生を出場させる場合、登録枠６名中２名まで登録でき、出場
選手の登録は（補欠１名を含む）５名中１名までとする。
② 出場選手の男女共５名（補欠選手１名含む）のエントリー用紙（大会参加申込書兼用）は、
開会式受付に提出すること。
③ 大会初日のオーダー表は、公式練習ラウンドホールアウト後３０分以内に大会本部へ提出
すること。
④ 大会最終日のオーダー表は、大会初日の全競技終了後、３０分以内に大会本部へ提出する
こと。
⑤ オーダー表提出後、選手が突発的な事故、病気により補欠選手に変更したい場合の手続き
は次のとおりとする。
○選手の変更は単純に該当選出と補欠選手の入れ替えとする。
○該当選手のスタート時刻３０分前までに
（時間厳守）
大会本部へ選手変更の申請を行う。
○申請後、競技委員長及び大会実行委員長の承認を得る。
ﾄｯﾌﾟｽﾀｰﾄ
使用ｺｰｽ
使用ティ
使用ｸﾞﾘｰﾝ
開 会 式

表 彰 式
表
彰

費

用

７：３０
セントラルゴルフクラブ NEW コース
男子６６７５ヤード・女子６２２６ヤード・パー７２ （予定）
男子： 青マーク ／ 女子： 赤マーク
ベントグリーン
８月５日（日）午後４時開始
（受付 １５：００～１５：４５完了）
場所：神栖市文化センター
〒314-0121 茨城県神栖市溝口 4991-4
Tel : 0299-90-5511
各校の責任のもと、会場に集合
※服装はユニフォームとする。
８月８日（水）表彰式
コースクラブハウス
男子：優勝＝優勝旗・賞状・メダル
２、３位＝賞状・賞杯・メダル ４位～６位＝賞状・賞杯
女子：優勝＝優勝旗・賞状・メダル ２、３位＝賞状・賞杯・メダル
＊開会式において、連続２０年・連続１０年出場校を表彰する。
１）大会参加費
２）コース諸経費

１ 校 ＝ ２０，０００円（税込）
１日１名＝
９，０００円（税込）
（コース使用料、朝・昼食含む）
※ 申込締め切り後に参加を取り消した場合、参加費は返金しない。
（参加資格を喪失し出場で
きなかった場合も含む）

個人情報に関する同意内容：平成３０年度全国中学校ゴルフ選手権大会参加申込書により本連盟が
取得する個人情報は次の目的のみに利用し、大会申込みと同時に同意
したものとみなします。
（１） 全国中学校ゴルフ選手権大会の参加資格審査。
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（２）

（３）

（４）

大会開催及び運営に関する業務 これには、①参加者に対する競技関係書類の発送②大
会の開催に際し、選手関係者（報道・宿泊施設・旅行代理店も含む）に対する参加者の
名前、学校名及び学年、その他選手紹介情報並びに選手権の競技結果の公表を含む。
申込書による参加者の個人情報と、その選手権における競技結果の記録保存，並びに大
会終了後において必要に応じ、そのうち上記（２）②記載の公表事項の適宜の方法によ
る公表。
大会中、大会役員が撮影した映像の著作権は本連盟が所有し、その取り扱いは上記（３）
に準じ、その選手権における競技結果の記録保存、並びに大会終了後において必要に応
じ、そのうち上記（２）②記載の公表事項の適宜の方法による公表。

申込方法

株式会社ＪＴＢが開設する大会受付システムにて申し込むこと。
https://secure.com-jtb.jp/hsgolf2018sm/
申込は平成３０年７月１０日（火）１０：００ ～ ３１日（火）２３：５９とする。

宿

泊

株式会社ＪＴＢが開設する大会受付システムにて大会申込みと併せて申し込むこ
とができる。
https://secure.com-jtb.jp/hsgolf2018sm/
申込は平成３０年７月１０日（火）１０：００ ～ ３１日（火）２３：５９とする。
なお、宿舎⇔コース⇔開会式会場間の移動等は各校の責任で行うこと。
大会のスタート時刻に間に合わない場合は、ルールに則って処置することになる。

支払方法

大会費用、宿泊費用は、申込み後に JTB から送付された請求書の振込先に、指定の期
日までに学校名で振り込むこと。
（振込名義を必ず記入のこと）
大会参加費及び宿泊代金の領収書の受け取りは、大会最終日に各コース JTB 旅行代理
店のデスクで受け取ること。JTB 旅行代理店デスクはセントラルＧＣ常時開設（9：00
～17：30）
、ＮＥＷコースは 10:30～12:00 とする。指定時間外はセントラルＧＣにて
受け取ること。
プレー費及び食事の代金の支払いは、大会最終日にコースで精算すること。領収書の
発行については初日にコースフロントにて打ち合わせること。最終日の申し出には対
応できない場合があります。
プレー費、宿泊費、朝食・昼食費については、当連盟では一切取り扱いません。

大会申込書 別紙所定の参加申込用紙（公印押印のこと）を開会式受付に提出する。
非課税証明書 ゴルフ場利用税非課税申請書（別紙所定の用紙）に必要事項を記載の上、受付時に
ゴルフ場フロントへ提出すること。引き続き個人戦に出場する場合は個人戦用の非
課税申請書を別に作成すること。
ギャラリー 観戦希望者はギャラリー受付で記名を済ませ、ギャラリー章を受け取り、受付時配布
の注意事項厳守のうえ、コース内に入ることができる。注意事項が守られない場合は
即時退場とします。
コース内に入ることができるのは８月７日・８日の競技日のみです。
問い合わせ 日本高等学校ゴルフ連盟 ０６－６３７９－３５８２ 事務局
電話受付時間 平日１０：００～１７：００
Ｅmail：info@nihon-kougoren.jp
＜宿泊について＞
株式会社ＪＴＢ 大阪第二事業部 担当：成瀬、野島、植西
住所 大阪市中央区南久宝寺町３－１－８ ＭＰＲ本町ビル７Ｆ
ＴＥＬ：０６－６２５２－２７２４（大会専用ダイヤル）
ＦＡＸ：０６－６２５２－２７９２

3 / 3

Ｅmail：hsgolf_2018sm@jtb.com
受付時間：９：３０～１７：３０

(土曜・日曜・祝日休み)
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ゴルフパートナー presents
平成 30 年度 全国中学校ゴルフ選手権大会
文部科学大臣杯争奪 第 62 回中学個人の部
大 会 要 項＜競技規定＞
主
後

催
援

一般社団法人日本高等学校ゴルフ連盟
スポーツ庁、茨城県、茨城県教育委員会、茨城県体育協会、行方市、行方市教育委員会、
茨城県観光物産協会、
日本ゴルフ協会、
日本プロゴルフ協会、
日本女子プロゴルフ協会、
日本ゴルフツアー機構、関東ゴルフ連盟、茨城県アマチュアゴルフ連盟、読売新聞社、
報知新聞社、スポーツニッポン新聞社、日刊スポーツ新聞社
特別協賛 ゴルフパートナー，ゼビオ，ヴィクトリア，㈱アコーディア・ゴルフ
協
賛 キャロウェイゴルフ㈱、山口トヨペット㈱、ヨネックス㈱、井村屋㈱、RIZAP イノベーショ
ンズ㈱、ブリヂストンスポーツ㈱、住友ゴム工業㈱、アサヒ飲料㈱、
日本カバヤ・オハヨーホールディングス㈱、ヤマハ㈱、㈱スポーツインダストリー
特別協力 (公財)ジュニアゴルファー育成財団、
協
力 セントラルゴルフクラブ、セントラルゴルフクラブ NEW コース
アルバトロス・ビュー、週刊パーゴルフ、GOLF Net TV、㈱スカイＡ
運営協力 ㈱ＪＴＢ ，㈱スポーツインダストリー
期
日 平成３０年 ８月９日（木） 公式練習日・個人戦開会式
１０日（金） 大会第１日
１１日（土） 大会最終日・表彰式
会
場 セントラルゴルフクラブ NEW コース
〒311-3816
茨城県行方市小牧 1006-9 Tel 0299-73-0077
出場資格
①各地区予選大会通過者
中学男子：北海道 ３人、東北５人、関東 １８人、中部 １０人
関西 １３人、中国 ７人、四国 ７人、九州 ９人
中学女子：北海道 ４人、東北 ４人、関東 １３人、中部 ６人
関西 ９人、中国 ５人、四国 ４人、九州 ６人
②シード選手
シード要件及び選手名は，日本高等学校ゴルフ連盟ホームページを参照のこと。
競技規則
日本ゴルフ協会競技規則（2016 年度版）
・日本高等学校ゴルフ連盟競技規則および
本競技ローカルルール
競技方法
１日１８ホール、２日間合計３６ホールズ・ストロークプレーで順位を決定する。
尚、１位にタイが生じた場合は、即日委員会が指定するホールにおいてホールバイホ
ールによるプレーオフを行い、優勝者を決定する。なお、３名以上でプレーオフが行
われる場合、優勝者以外の者は２位タイとする。
天候等の理由でプレーオフが行えない場合は、最終ラウンドのスコアを比較し成績の
良い競技者を上位とする。さらに同数の場合は、最終ラウンドの１０番～１８番での
マッチングスコアカード方式及びカウントバックにて順位を決定する。
※ 全日（公式練習日も含む）道具や携帯品をカートに積むことができる。競技者は競技委員会で
指定された場所以外ではカートに乗車することはできない。
※ 本競技は 18 ホール終了をもって成立とする。天候等の理由で 36 ホールできなかった場合には
競技を短縮することがある。

1 / 3

ﾄｯﾌﾟｽﾀｰﾄ
使用ｺｰｽ

７：３０
セントラルゴルフクラブ NEW コース
男子６６７５ヤード・女子６２２６ヤード・パー７２ （予定）
使用ティ
男子： 青マーク ／ 女子： 赤マーク
使用ｸﾞﾘｰﾝ ベントグリーン
個人戦開会式
８月９日（木）午後４時開始
（受付 １５：００～１５：４５完了）
神栖市文化センター
服装はユニフォームとする。
〒314-0121 茨城県神栖市溝口 4991-4
Tel : 0299-90-5511
表彰式
８月１１日（土）競技終了後
場所：ＮＥＷコースクラブハウス
服装は制服とし、着替える時間がない場合はユニフォームとする。
表
彰
中学男子 優勝～３位＝賞状・賞杯／中学女子 優勝～３位＝賞状・賞杯
※ 本競技の男子、女子とも１位～３位タイの 1，2 年生に、平成 30 年度全国中学校
ゴルフ選手権春季大会への参加資格を付与する。
費

用

１）大会参加費
２）コース諸経費

１ 名 ＝ ５，０００円（税込）
１日１名＝ ９，０００円（税込）
（コース使用料、朝・昼食含む）
※ 申込締め切り後に参加を取り消した場合、参加費は返金しない。
（参加資格を喪失し出場で
きなかった場合も含む）

個人情報に関する同意内容：個人情報に関する同意内容：平成３０年度全国中学校ゴルフ選手権大
会参加申込書により本連盟が取得する個人情報は次の目的のみに利
用し、大会申込みと同時に同意したものとみなします。
（１） 全国中学校ゴルフ選手権大会の参加資格審査。
（２）
大会開催及び運営に関する業務 これには、①参加者に対する競技関係書類の発送②大
会の開催に際し、選手関係者（報道・宿泊施設・旅行代理店も含む）に対する参加者の
名前、学校名及び学年、その他選手紹介情報並びに選手権の競技結果の公表を含む。
（３）
申込書による参加者の個人情報と、その選手権における競技結果の記録保存，並びに大
会終了後において必要に応じ、そのうち上記（２）②記載の公表事項の適宜の方法によ
る公表。
（４）
大会中、大会役員が撮影した映像の著作権は本連盟が所有し、その取り扱いは上記（３）
に準じ、その選手権における競技結果の記録保存、並びに大会終了後において必要に応
じ、そのうち上記（２）②記載の公表事項の適宜の方法による公表。
申込方法

株式会社ＪＴＢが開設する大会受付システムにて申し込むこと。
https://secure.com-jtb.jp/hsgolf2018sm/
申込は平成３０年７月１０日（火）１０：００ ～ ３１日（火）２３：５９とする。

宿

株式会社ＪＴＢが開設する大会受付システムにて大会申込みと併せて申し込むこ
とができる。
https://secure.com-jtb.jp/hsgolf2018sm/
申込は平成３０年７月１０日（火）１０：００ ～ ３１日（火）２３：５９とする。
なお、宿舎⇔コース⇔開会式会場間の移動等は各校の責任で行うこと。
大会のスタート時刻に間に合わない場合は、ルールに則って処置することになる。

泊
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支払方法

大会費用、宿泊費用は、申込み後に JTB から送付された請求書の振込先に、指定の期
日までに学校名で振り込むこと。
（振込名義を必ず記入のこと）
大会参加費及び宿泊代金の領収書の受け取りは、大会最終日に各コース JTB 旅行代理
店のデスクで受け取ること。JTB 旅行代理店デスクはセントラルＧＣ常時開設（9：00
～17：30）
、ＮＥＷコースは 10:30～12:00 とする。指定時間外はセントラルＧＣにて
受け取ること。
プレー費及び食事の代金の支払いは、大会最終日にコースで精算すること。領収書の
発行については初日にコースフロントにて打ち合わせること。最終日の申し出には対
応できない場合があります。
プレー費、宿泊費、朝食・昼食費については、当連盟では一切取り扱いません。

大会申込書 別紙所定の参加申込用紙（公印押印のこと）を開会式受付に提出する。
非課税証明書 ゴルフ場利用税非課税申請書団体戦・個人戦各１枚を別紙所定の用紙に必要事項を
記載の上、受付時にゴルフ場フロントへ提出すること。
ギャラリー 観戦希望者はギャラリー受付で記名を済ませ、ギャラリー章を受け取り、受付時配布
の注意事項厳守のうえ、コース内に入ることができる。注意事項が守られない場合は
即時退場とします。
コース内に入ることができるのは８月１０日・１１日の競技日のみです。
問い合わせ 日本高等学校ゴルフ連盟 ０６－６３７９－３５８２ 事務局
電話受付時間 平日１０：００～１７：００
Ｅmail：info@nihon-kougoren.jp
＜宿泊について＞
株式会社ＪＴＢ 大阪第二事業部 担当：成瀬、野島、植西
住所 大阪市中央区南久宝寺町３－１－８ ＭＰＲ本町ビル７Ｆ
ＴＥＬ：０６－６２５２－２７２４（大会専用ダイヤル）
ＦＡＸ：０６－６２５２－２７９２
Ｅmail：hsgolf_2018sm@jtb.com
受付時間：９：３０～１７：３０ (土曜・日曜・祝日休み)
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