平成29年7月吉日
出場選手 各位
ＴＯＭＡＳ ＣＵＰ 2017
フジサンケイジュニアゴルフ選手権大会事務局
電話：03-3275-8851【平日10：00～17：00】
担当：久野、東山

Ｔ Ｏ Ｍ Ａ Ｓ Ｃ Ｕ Ｐ 2017
フジサンケイジュニアゴルフ選手権
【ジュニアオープンの部】大会のご案内
この度は、本大会にお申し込み頂き、ありがとうございます。大会スケジュール等を下記の通り、ご
案内いたします。また、出場を取り消す方は、大会事務局までご連絡下さい。
記
【大会スケジュールと注意事項】
■ 8月9日（水）＝指定練習日
16：00 選手登録会開始
16：30 練習場営業終了
17：00 ウエルカムパーティー （ゲスト：眞鍋 芳明 氏 【国際武道大学 准教授】）
・指定練習日、練習ラウンドの申し込みはコースの予約係に直接電話して下さい。
【予約専用ダイヤル：0439-29-2444】
・指定練習日はハーフで昼食休憩が入ります。
・指定練習日の予約の際は、キャディー付・セルフの旨を各自お伝えください。
【大会期間中のゴルフプレー費】
日付
8月9日（水）
8月10日（木）
8月11日（金）

ラウンド
【指定練習日】
【大会第１日】
【大会最終日】

セルフ
¥9,500
¥9,000
¥9,000

キャディー付き
¥11,600
-

【通常営業日の練習ラウンドゴルフプレー費】
セルフ
曜日
ラウンド
選手
同伴者
平 日
【練習ラウンド】
¥5,900 ¥10,200
土 日 祝
【練習ラウンド】 ¥10,300 ¥17,600

キャディー付き
選手
同伴者
¥8,000
¥12,300
¥12,400 ¥19,800

備考
いずれも乗用カート付き

備考
いずれも乗用カート付き

※金額は税込みです。
※出場選手の料金は、すべて非課税申告後の料金です。
※指定練習日以外は、保護者同伴の練習ラウンドが可能です。
※予約の際は『フジサンケイジュニアゴルフ選手権』出場者である旨を申し出て下さい。
・選手登録会・ウエルカムパーティーはやむを得ない事情がない限り、必ず出席するようにして下さ
い。無断で欠席した選手、直前に欠席した選手は、翌日からの競技に出場できない場合があります。
やむを得ない理由で選手登録会を欠席される方は8月9日（水）18:30以降に大会事務局
（℡：090-2252-8262）に連絡をし、スタート時間を確認するようにして下さい。
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■8月10日（木）＝大会第１日
6：00

受付開始、練習場・レストランオープン

7：30

競技開始（IN・OUT同時）
ジュニアドラコン日本一決定戦の予選（OUT:９番ホール、IN：１８番ホール）

16：00

ジュニアドラコン日本一決定戦（OUT:１番ホール）※予選上位者から選出

競技終了約50分後
18：00

最終日の組み合わせ発表（ジュニアドラコン日本一決定戦終了後）

コース練習場 クローズ

■8月11日（金）＝大会最終日
6：00

受付開始、練習場・レストランオープン

7：30

競技開始（IN・OUT同時スタート）

15：00

閉会式（クラブハウス内にて）

【大会期間中の注意事項】
練習場
場所

日付・ラウンド

ペアリング配布

8月9日（水）
【指定練習日】

選手登録会受付時

8月10日（木）
【大会第1日】

①6：00～各スタート時間
朝1人・1箱（24球）
ジュニアドラコン日本一
・ＮＥＷコース側練習場
②各ホールアウト後～
夕方1箱（25球）＝
決定戦終了後
・練習グリーン
16：30まで
￥220

スループレー
（おにぎり等の
軽食有り）

8月11日（金）
【大会最終日】

①6：00～各スタート時間
朝1人・1箱（24球）
・ＮＥＷコース側練習場
②各ホールアウト後～
夕方1箱（25球）＝
・練習グリーン
最終組ホールアウトまで
￥220

スループレー
（おにぎり等の
軽食有り）

時間

個数/価格

①6：00～各スタート時間
朝1人・1箱（25球）＝
・ロッジ側練習場（併設）
②各ホールアウト後～
\220 夕方＝練習
・練習グリーン
16：30まで
グリーンのみ

昼食時間

有り

※朝の練習球は１人１箱限定です。受付時に練習球引き換えコインをお渡しします。
【競技に関しての注意事項】
・乗用カートを使用いたします。
（キャディーはカートの運転・ボール探しのみ行います。）
・レーザー距離計測機は使用不可です。
・競技規則、注意事項を把握し、敏速でスムーズなプレーをしてください。また、不当な
プレーには、ペナルティーを課す場合があります。
・ルールブック、目土袋は必ず持参下さい。
・帽子はできるだけ着用して下さい（日射病・熱中症予防）。熱中症には十分留意し、水
分の補給を怠らないよう気をつけて下さい。
・プレー中の病気、ケガ等は、速やかに大会本部へ連絡して下さい。
・大会の日程はプレーの進行等により変更になる可能性があります。
・特別協賛社リソー教育の提供により、「ホールインワン賞」をＯＵＴ２番ホールに、
「イーグル賞」をＩＮ１７番ホールに制定します。
・表彰対象者（優勝～３位Ｔ、ドラコン大会優勝者、ホールインワン賞、イーグル賞、ベ
ストマナー賞、ベストスコア賞、ベストハーフ賞、ベスト中学生賞受賞者）は必ず閉会
式に出席してください。
【その他】
・選手登録会で渡す名札は、必ず大会期間中はわかりやすいところに身に付けて下さい。
（紛失した場合は再発行しますので、大会事務局に申し出てください。）
・服装は中学生・高校生らしいものを着用。半ズボン・サングラスは着用可としますが、基本的な
マナーは守るようにして下さい。
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・傘などクラブから借用したものは必ず返却して下さい。
・貴重品はフロント又は貴重品ＢＯＸに預け、退場時には必ずお持ち帰り下さい。
・ゴルフバッグを持ち帰らずゴルフ場に置く場合は、各自のロッカーに保管し鍵をかけて下さい。
・キャディーバッグはクラブハウス指定の場所に片付け、練習場には使用するクラブのみ持ち込ん
で下さい。
・大会期間中に発生した忘れ物・落し物（貴重品を除く）は、３カ月間保管します。以降は廃棄処
分とさせていただきますので、十分ご注意ください。
・朝食ならびに昼食は、個人精算にてコースレストランでお取り下さい。
・大会期間中にかかった費用・プレー費は最終日一括清算となります。ただし使用ロッカーは大会
期間中共通となります。
◎大会事務局連絡先 電話：090-2252-8262 ＜8 月 9 日（水）9：00～11 日（金）18：00＞
◎以降の大会新着情報はサンスポイベントホームページ（下記ＵＲＬ）に掲載します
http://www.sanspo-jigyo.com/index_evid_118.html

＊送迎バスの予約のご案内＊
大会期間中（8 月 9 日～11 日）は、JR 木更津駅前より送迎バスが下記の通り発着いたします。
日付・ラウンド

往路

復路

備考

8月9日（水）
【指定練習日】

第1便 8:00発
（定期便）

ウエルカムパーティー終了後、
15分後を目安に出発

8月10日（木）
【大会第1日】

第1便 5:40発

ジュニアドラコン日本一決定戦
終了後、15分後を目安に出発

8月11日（金）
【大会最終日】

第1便 5:40発

第2便 8:00発

第2便 8:00発

予約電話番号
＜0439-29-2444＞
【所要時間45分】

閉会式式終了後、15分後を目
安に出発

※送迎バスは定員に限りがあるため、予約制（先着順）とさせていただきます。
※利用をされる方は、コースまで電話にてご予約下さい。（℡：0439-29-2444）
※予定が変更になる場合は、必ずコースにご連絡下さい。

＊会場への送迎バス発着所＊
JR 木更津駅東口『緑寿し』付近
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平成29年7月吉日
保護者の皆様へ
ＴＯＭＡＳ ＣＵＰ 2017
フジサンケイジュニアゴルフ選手権大会事務局
電話：03-3275-8851【平日10：00～17：00】
担当：久野、東山

ＴＯＭＡＳ ＣＵＰ 2017
フジサンケイジュニアゴルフ選手権大会参加者
保護者の皆様へのお願い
謹啓
盛夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼
申し上げます。本大会は、競技のみだけでなく「ジュニアゴルファーの育成」を理念に掲げて開催しており、
出場される選手、または保護者の皆様には以下の事を遵守していただいております。大会前に必ずお読
みになり大会主旨を保護者の皆様には徹底してご理解いただきますようお願い申し上げます。
謹白
① 選手登録会＆ウエルカムパーティー
大会における注意事項や競技規則の説明等、競技を行う上で必要な情報をこの場で共有します。競
技はこの時間帯から始まっています。現在欠席を考えている選手も、学校行事等やむを得ない事情が
ある場合以外は必ず参加するようにして下さい。無断で欠席された選手は、翌日からの競技に参加で
きない可能性もあります。また、例年翌日のコンディションを考慮して帰ってしまう選手が見受けられま
すが、条件はどの選手も皆同じです。大会事務局で判断の上、翌日からの大会出場を認めない場合も
ありますので、ご了承下さい。
② 保護者の方の観戦について
●ギャラリーはコース内立ち入り禁止です。１番・10 番ティーグラウンドおよび 9 番・18 番グリーン周辺
のみ観戦可能となります。
●選手がスタートしてからスコアカードを提出するまでは、選手との会話は禁止とさせていただきます。
場合によってはプレーの補助という事で選手にペナルティーが課せられる場合がありますのでご注
意下さい。
●当日はかなりの気温上昇が見込まれます。熱中症には十分留意し、水分の補給を怠らないよう注意を
促して下さい。
③ 競技終了後について
大会第 1 日は「ジュニアドラコン日本一決定戦」、大会最終日は「閉会式」が実施されます。
「自分には関係ないから・・・」と競技が終了すると無断で帰ってしまう選手もいますが、プロゴルフの世
界や海外の競技会などでは、競技以外のプログラムすべてに参加して初めて競技が成立します。
本大会では、ゴルフというスポーツを通して、自分の強さを磨くだけではなく、マナーや他人への思い
やりなどを培ってもらいたいという願いから、このような制約をお願いしております。
保護者の皆様にも大会の趣旨をご理解いただき、選手に参加を促すようお願い申し上げます。
以上
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