
２０１７年 ヨネックス北海道ジュニアゴルフ大会（仮称） 

大会実施要綱 

 

 

１、大会名称（仮称） ２０１７年ヨネックス北海道ジュニアゴルフ大会 

           

２、主  催     ヨネックス株式会社 

 

３、主  管     ヒーローズジュニアクラブ 

 

４、後  援     北海道ゴルフ連盟 

 

５、特別協力     株式会社苫小牧民報社 

 

６、協  力     株式会社千歳空港ゴルフ場、株式会社ワコーエンタープライズ、 

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会、 

一般社団法人日本女子プロゴルフ協会、ＰＧＡ北海道プロゴルフ会、 

沖縄県伊江村、伊江島カントリークラブ、沖縄カントリークラブ 

 

７、協  賛（予定） ダイドードリンコ株式会社 

加森観光株式会社 札幌テイネゴルフ倶楽部 

株式会社ＦＰＪ 竹本商店 

ＩＮＧＯＬＦ 

海の駅ぷらっとみなと市場 

ぷらっと食堂 

橋立幸二税理士事務所 

 

８、開催日時     ２０１７年７月１日（土） ＰＭ１２：０１～競技開始 

            受付時間：９：４５～１０：４５ ≪厳守≫ 

            受付開始時間まではクラブハウスへの入場を禁止する。 

            開会式をハウス前広場で１１：２０から行うので全員参加のこと 

            表彰式（部門毎に随時開催／部門毎に全員参加のこと）後解散 

 

９、開催会場     千歳空港カントリークラブ   

〒059-1365 苫小牧市植苗２９１   TEL 0144-58-2011 

        FAX 0144-58-2010 

せきれい ⇔ はくちょう（チャレンジの部以外） 

おしどり（チャレンジの部 ７番・８番を除く７ホール）             



１０、競技種目     １）小学校低学年男子の部    ２）小学校低学年女子の部 

            ３）小学校高学年男子の部    ４）小学校高学年女子の部 

            ５）中学生男子の部       ６）中学生女子の部 

            ７）高校生等男子の部      ８）高校生等女子の部 

            ９）チャレンジの部（学年を問わない） 

            ※申込人数の状況により一部部門を統合する場合がある 

 

１１、出場人数     中学・高校等男子：１５名程度 （先着順） 沖縄県代表選手数名を含む 

            中学・高校等女子：１５名程度 （先着順） 沖縄県代表選手数名を含む 

            小学生：３０名程度（先着順）  チャレンジ部門：１０名程度（先着順） 

             

１２、競技方法     １）１８ホールストロークプレーとする。※チャレンジの部以外 

              小学校低学年の部（男女）：せきれい⇔はくちょう（特設ティー・一部赤）              

              小学校高学年の部（男女）：せきれい⇔はくちょう（赤・一部白） 

              中学・高校等女子の部 ：せきれい⇔はくちょう（白・一部青） 

              中学・高校等男子の部 ：せきれい⇔はくちょう（青・一部黒） 

              チャレンジの部    ：おしどり７・８番を除く７ホールストローク 

                          プレー（特設ティー・一部赤） 

            ２）１位にタイが生じた場合は、マッチングスコアカード方式にて優勝者を 

              決定する。前半の９ホールをＯＵＴ、後半の９ホールをＩＮとする。 

            ３）本競技は、競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了とする。 

            ４）使用球の規格については「ゴルフ規則２０１６」に基づく。 

              ※ゴルフ規則は２０１６年から変更ありません。 

            ５）正規のラウンド中の移動については大会当日までに発表する。 

             

 

１３、参加資格     ①北海道に在住するジュニアゴルファー 

            ②沖縄招待選手 

            ③主催者が認めた他都府県のジュニアゴルファー 

 

１４、キャディー    ハウスキャディー付にてプレーを行う。※チャレンジの部以外 

 

１５、スコアラー    小学生の部全てに１名のスコアラーを付ける 

 

１６、表  彰     各部門上位１位～３位 

 

１７、推 薦 等 ①．中学・高校生男子各１名計２名に、翌年度の全日本パブリックアマチュアゴル

フ選手権競技東日本Ｃ地区決勝の出場資格を与える（但し、有資格者を除く） 



②．小学生低学年男女各１名計２名、高学年男女各３名計６名合計８名に第１２回

全日本小学生ゴルフトーナメント決勝大会の出場資格を与える 

            ※ｍｅｉｊｉｃｕｐ北海道ジュニアゴルフ大会で出場資格を得た２名と共にＬ 

ＰＧＡが定めた旅程での参加が義務付けられます(３日間の予定)             

    

③．中・高校生等女子若干名に第 38回沖縄女子ゴルフ選手権大会への出場資格を与

える 

  

 ④．小・中学生男女若干名に、第６回小中学生ゴルフ北海道・沖縄交流伊江島大会

の出場資格を与える（旅費補助あり） 

     なお、伊江島大会の中学男女各１名の代表は、８月５日開催されるテイネジュ

ニア競技会の成績で決定される（旅費補助が行われる予定）  

 

⑤．高校生女子の部又は中学生女子の部優勝者には優勝レベル（イーブンパーを基 

準とする）を見定めた上で、翌年（２０１８年６月開催予定）のヨネックスレ 

ディスマンデートーナメントの出場権を与える。 

         

 ⑥．中学・高校男子の部において第４４回とまみん杯道南オープンゴルフ選手権競 

   技の出場者選考を行う。有資格者を除く中学・高校それぞれ上位各３名に出場 

   権を付与する。（他の競技の関係上翌年度の出場資格とする） 

 

１８、そ の 他    １）大会当日悪天候の場合は競技委員長の判断により競技を中断又は中止す 

              る場合がある。予備日を設定していない為、９等ホールにて競技成立と 

              する場合がある。 

            ２）ギャラリーの応援は全てのホールで可能とする。但し、別紙に掲げるキ

ャラリー注意事項を遵守のこと。 

             ※チャレンジの部は、保護者等がキャディとなる帯同プレーを大いに推奨

します 

３）全プレーヤーに目土ボトルか目土袋及びルールブックの携行・使用を義 

 務付ける             

            ４）華美な服装は慎みブレザー・ジャケットまたは制服等の着用し入場する 

こと。 

            ５）理由の如何を問わず、芝をめくりあげてのティーアップやティーマーカ 

              のないところからの練習プレーは認められません。後日参加確定者に送 

付する「練習に関するレギュレーション」を熟読の上、練習ラウンドし 

て下さい。 

 

 



        ≪重要≫６）全日本小学生ゴルフトーナメント決勝大会に出場を希望する選手につい 

              ては、組み合わせの関係もあり【登録制】とします。 

              忘れずに申込時に登録して下さい。 

              登録の変更等締切は６月１２日（月）とします。 

              なお、登録料を納付する必要はありません。 

              申込書備考欄に、「全日本小学生出場希望」と忘れずに記入して下さい。 

              大会当日等の登録や変更は認められません。（６月１２日が確定日です） 

 

１９、参加申込方法   所定の申込用紙にてＦＡＸにて申し込み、エントリーフィーを振り込む。 

①申 込 先   ヨネックス㈱札幌営業所  ＦＡＸ：０１１－７２８－２３３１ 

②参 加 料   エントリーフィー：３，０００円（申込時に振込） 

            プレーフィー：７，０００円程度 ロッカーフィー：３２４円（希望者のみ） 

            ※プレーフィー及びロッカーフィーは当日ゴルフ場にて精算。 

③振 込 先   三菱東京ＵＦＪ銀行 札幌支店  

当座 ４２０４７５４ ヨネックス株式会社 

            ※参加申込と同時にエントリーフィーの振込をお願いします。 

             エントリーフィーは先着順による参加不確定となった場合等主催者の都合 

             により参加出来ない場合のみ返金します。 

             その他、如何なる理由においても返金は致しかねます。 

④申込締切日   ２０１７年６月１２日（月） 

            締切日以降は理由の如何を問わず受け付けません。 

            尚、申込書の提出があっても締切日までにエントリーフィーの納入が無けれ 

            ば大会に出場出来ません。 

            ※定員に達した場合、締切日前に受付を終了することがあります。（先着順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大会役員 

 

 

大会名誉会長        宮本 知治   株式会社苫小牧民報社 代表取締役議長 

 

大会会長          林田 草樹   ヨネックス株式会社 代表取締役社長 

 

大会副会長         菅井 浩之   株式会社千歳空港ゴルフ場 代表取締役 

                      株式会社ワコーエンタープライズ 代表取締役社長 

 

大会副会長         白石 範隆   （一社）札幌ゴルフ倶楽部 ヘッドプロ 

公益社団法人日本プロゴルフ協会 理事 

                      ＰＧＡ北海道プロゴルフ会 会長 

 

大会副会長         采谷 豊    ヨネックス株式会社 ゴルフ営業部 部長 

 

大会実行委員長       前潟 義広   ヨネックス株式会社 札幌営業所 所長 

 

競技委員長         橋立 幸宏   公益社団法人日本プロゴルフ協会 登録競技委員 

 

競技委員          ＰＧＡ北海道プロゴルフ会会員数名 

 

              古賀 宣之   ヨネックス株式会社 札幌営業所 

 

宮内 祐輔   ヨネックス株式会社 札幌営業所 

 

大会事務局         太田 亮    ヨネックス株式会社 札幌営業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大会スケジュール 

 

 

大会受付       ９：４５～１０：４５ 

 

昼食         受付終了後随時 レストラン利用は１５：００頃まで 

 

練習         受付終了後随時  

 

スコアラー打合せ   １０：３０～ コンペルームにて（関係者全員） ※昼食付き 

 

開会式        １１：２０～ スタート室前にて 

           ・大会名誉会長挨拶   

・大会副会長挨拶   

・注意事項説明 

 

スタート時間     １２：０１～ 各部門ごとにスタート           

 

表彰式        各部門ラウンド終了後、コンペルーム又はレストランで随時開催 

 

大会終了       １９：００ 予定（各部門表彰式終了次第随時解散） 

           ※全日本小学生出場資格を得た方には説明会がありますので少し会場にお残り 

            頂きます。 

 

商品販売       ゴルフ場ショップ前にてヨネックスゴルフ用品の販売を行います。 

           ジュニア用品もご用意しておりますので是非お立ち寄り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



注意事項 

 

 

１、受付について 

   受付時間は９：４５～１０：４５です。時間外の受付は致しませんので、余裕をもってゴルフ場

に来場下さい。尚、大会当日は一般のお客様もご利用されますので、受付開始時間まではクラブ

ハウスや練習場への入場を禁止します。 

 

 ２、開会式について 

   １１：２０よりスタート室前周辺にて行います。全員参加して下さい。 

 

３、昼食について 

   受付にて参加者分の食事券をお渡しします。基本的にはスタートまでに食事を済ませて下さい。

スタート時間の都合により軽食等を持参される場合は、保護者の方の食事券利用も可能です。尚、

食事券の利用は大会当日１５時までにお使い下さい。 

 

４、服装について 

   クラブハウス内へはブレザー・ジャケット又は制服等を着用の上、入場して下さい。 

   シャツ、ズボンは華美とならないものを着用し、帽子は、危険防止と健康管理上必ずかぶる様お

願いします。サングラスの着用は認めます。 

 

５、携帯品について 

   ラウンド中は、目土袋、ルールブックを携帯し、切り取った芝は元の位置に戻し、目土すること。 

 

６、使用ティーについて 

   各部門使用ティーは５月下旬頃に開催コースでインフォメーションし、参加確定者には後日一覧

表を送付します。（間違える事の無いよう十分注意して下さい） 

 

７、ギャラリーについて 

   今大会から全てのホールで観戦を可能と致します。尚、コース内はラフを歩行するなど、後日参

加確定者に送付するギャラリー注意事項をよく読んでコース内にお入り下さい。 

 

８、欠場の場合 

   大会前日までは、ヨネックス㈱札幌営業所内大会事務局（011-728-2330）まで、大会当日は大会

事務局緊急連絡先 宮内（080-2004-0212）まで連絡して下さい。 

 

 

 



９、練習ラウンドについて 

   開催コースにてインフォメーションしている使用ティー一覧（参加確定者には後日一覧表を送付） 

を参考にラウンドして下さい。 

   小学生は通常のティー以外の設定がありますので、練習する場合はフェアウェイにティーアップ 

して下さい。通常ティー使用の場合、ティーマークの無いティーグランドからのプレーは禁止し

ます。 

 

１０、競技当日の練習について 

   ドライビングレンジでの練習は１コインを限度とします。（コインは各自負担） 

 

 

 

特記事項 

 

 

今年から２つのジュニア大会を発展的統合により開催されることになりました。苫小牧民報社様や公益

財団法人ジュニアゴルファー育成財団様、北海道ゴルフ連盟様、更にはダイドードリンコ㈱様、加森観

光㈱様、㈱ワコーエンタープライズ様等のご協力を頂き継続開催が図られることに心より感謝申し上げ

ます。 

本大会が更なる発展を遂げられるよう、主催者、主管者共々鋭意努力重ねて参りますので、皆様のこれ

まで以上のご協力を切にお願い申し上げます。 

 

 

以上 


