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2022年 6月吉日 

 

 

 

スナッグゴルフ対抗戦広島県予選会  

参加小学校  各位 

一般社団法人日本ゴルフツアー機構 

                

 

スナッグゴルフ対抗戦第４回広島県予選会  

谷原秀人ジュニアクラシック・スナッグゴルフ大会 

参加に関するご案内 
 

 

 

謹  啓 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、スナッグゴルフ対抗戦第４回広島県予選会 谷原秀人ジュニアクラシック・スナッグゴルフ

大会の参加案内をお送りさせて頂きます。 

出場を希望される小学校は、７月１８日（月）正午までに選手登録申請書をＦＡＸにて

お申し込み下さい。＜FAX 06-6379-3583＞ 

ご不明な点がございましたら、JGTO 宮内あてにご連絡頂きますようお願い致します。 

謹  白 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ…日本ゴルフツアー機構 宮内 山田＜090-7187-2234＞ 

 
 

【2021大会記事】   【全国大会 YouTube】 
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実施要項 
 

名   称：     スナッグゴルフ対抗戦第４回広島県予選会  

谷原秀人ジュニアクラシック・スナッグゴルフ大会 

 

主   催：     一般社団法人日本ゴルフツアー機構  日本スナッグゴルフ協会 

共   催：     一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟 

後   援：     広島県ジュニアゴルフ振興会 

協   力：     松永カントリークラブ 

     有限会社アクティヴ 

  

開催日程： 2022年 7月 31日（日） ＜※小雨決行＞ 予備日の設定はありません。 

  14:30  集合・受付 

  14:30-15:20 練習 

15:20-15:30 開会式（ルール説明） 

15:30  競技スタート 

17:30  競技終了 

17:30-17:45 表彰式・閉会式 解散 

 

会   場： 松永カントリークラブ 10番ホール スナッグゴルフ特設コース 

 

出場資格： 6年生から 2年生による 6人以下 3人以上の 1校 1チームとする 

 

競技方法： 9ホールをプレーし上位 3人の合計スコアで競う 

 

表    彰： 優勝校、２位、３位に表彰状 
           個人ベストスコア者に表彰状 

 

決勝進出： 予選の結果上位校が10月29日（土）に兵庫県の三木ゴルフ倶楽部で 

開催される全国大会に出場できる 

全国大会への出場校数は全国比率から算出され、当日までに決定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当日、スナッグゴルフ大会が開催できなかった場合、9月 3日（土） 

＜予備日：9月 4日(日)＞賀茂カントリークラブで開催される広島県予選会 

より選出いたします。  

 

supported by 
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詳細ご案内 
 

■コロナウイルス感染症対策 

新型コロナ感染症の対策としてスタッフの抗原検査の徹底と参加者の 

健康観察のご協力をお願いして参ります 

 

■交通について 

⚫ 会場までは、各小学校単位でお越しください。お車はクラブハウス前の駐車場をご利用くだ

さい。 

⚫ お車は１校 2台まででお願いします。 

 

■受け付けについて 

⚫ ゴルフ場に到着されましたら JGTOスタッフより案内を受けてください。 

 

■ゴルフ場での荷物の預かりについて 

⚫ お荷物・貴重品は、各自で管理してください。 

 

■服装について 

⚫ 参加児童は、各小学校の体操服をご着用ください。ズボン、シャツは必須です。帽子、靴

下、靴などは、小学校指定外でも結構です。 

⚫ 引率の方々の服装は、特に指定はありませんので、普段着でご来場ください。 

⚫ 多少の雨ならば、大会は決行いたしますので、レインウェアやキャップ（赤白帽で可）、傘の

ご用意もお願いします。選手はプレー中に傘を使用することができます。 

 

■靴について 

⚫ 児童、引率者ともに、運動靴で結構です。ゴルフシューズを準備していただく必要はありま

せん。（サンダル・ハイヒールなどはご遠慮ください） 

 

■保険について 

⚫ 地区予選大会は、参加選手児童(選手登録申請書に記載し申請した児童)に限り、日帰り

対応のレクリエーション保険に日本ゴルフツアー機構が加入し費用を負担します。この保

険は自宅を出発して自宅に帰るまでの範囲を対応します。 

⚫ 保険の種類はレクリェーション傷害保険、保険期間は日帰り、補償内容は死亡・後遺障害

500万円、入院日額 3,000円、通院日額 2,000円となります。 

 

■お飲み物について 

⚫ お飲み物は各小学校・各自にてご用意ください。尚、ゴルフ場にてドリンクを販売しておりま

すので、ご購入頂くことも出来ます。 

 

■写真・ビデオ撮影について 

⚫ 特に制限はありませんが、プレーの妨げになるような撮影はお控えください。 

 

 

 

 

 

 

 

健康チェックシート 
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■コースについて 

⚫ 開催コースは、松永カントリークラブ 10番ホールのフェアウェイを使用します。 

⚫ グリーンはロープで円状に囲い区分します。グリーンの大きさは、直径約１０ヤード（約９．

１４メートル）です。 

■ルールについて（特別競技規則） 

1. 打つ順番は、1 番ホールは組み合わせ順、以降は前のホールのスコアの良い順、２打目以

降はフラッグから遠い人から打ちます。 

2. ロープで区分したグリーン内は、ローラー（パット）しか使用できません。 

3. グリーン外はランチャー（アイアン）しか使用できません。また、ランチャー使用時は、毎回ラ

ンチパッド（ゴム製のティ）にティアップして打ちます。 

4. ２打目以降は、ボールのすぐ後ろにランチパッドを置いて、ボールをティアップして打ちます。

バンカー内またはプレー出来ない区域にボールが入った場合は、グリーンに近づかない場

所にボールを置いてプレーを続けてください。 

5. スイング前にランチパッド(ティ）からボールが落ちても、１打として数えません。空振りは１打

として数えます。 

6. 傾斜地でランチパッド(ティ)にボールが乗らない場合には、後方線上に下がるか、またはフラ

ッグに近づかない場所で、ボールが乗る位置からプレーしてください。 

7. フラッグにボールがくっついたらゴールとなります。フラッグにボールが当たり、落ちた場合に

はゴールとはなりません。 

8. 目的外のグリーンにボールが乗った場合には、目的のグリーンに近づかず、グリーンの外か

らプレーを続けてください。 

9. 引率・保護者の方は、フェアウェイに入ることはできません。また、打ち方などの技術に関す

るアドバイスはできません。 

10. 上記以外はゴルフ規則に基づきます。 

★グリーンに乗ったボールは全てマークして拾い上げてください。 

★最初のパット以降は続けてパットを行いホールアウトしてください(スムーズな進行を心が

けてください。 

■競技について 

⚫ 1チーム 6人以下 3人以上が 9ホールをプレーし、上位 3名の合計ストロークで順位を決

定。 

⚫ チームが同スコアの場合に、最もスコアの少ない選手の学校が上位となる。更に同じスコ

アの場合には、次にスコアの少ない選手の学校が上位となる。尚、全選手のスコアが同じ

場合、最もスコアの少ない選手のスコアを 9番ホールからカウントバックして決定します。 

■悪天候の場合のガイドライン 

悪天候によりプレー継続が困難な場合、下記の取り決めにより順位を決します。但し、雷雨や

暴風雨など、危険と判断される場合には中断または中止いたします。 

⚫ 悪天候により 9ホールのプレーが困難な場合、6ホールに短縮して順位を決定します。更

に 6ホールのプレーが困難な場合には、3ホールに短縮して順位を決定します。6ホール

または 3ホールへの競技短縮の決定は主催者が行ないます。 

⚫ プレー継続が困難な場合を想定し、１チームが４名、５名の場合のスタートホールについて

は、エントリー順により下記のように決定いたします。 

４名の場合⇒（エントリー１番目）１番スタート２名、４番スタート１名、７番スタート１名 （エ

ントリー２番目）１番スタート１名、４番スタート２名、７番スタート１名 

（エントリー３番目）１番スタート１名、４番スタート１名、７番スタート２名・・・ 

５名の場合⇒（エントリー１番目）１番スタート２名、４番スタート２名、７番スタート１名 （エ

ントリー２番目）１番スタート２名、４番スタート１名、７番スタート２名 

    （エントリー３番目）１番スタート１名、４番スタート２名、７番スタート２名・・・ 

 

 



 5 

■選手の交代について 

⚫ スタートホールのティショットを打つ前ならば、選手の交代ができます。スタートホールのテ

ィショットを打った後の選手の交代はできません。 

 

■組み合わせ及びスタート時間について 

⚫ 抽選をして決定します。 

⚫ 組み合わせ及びスタート時間は当日に発表します。 

 

■スナッグゴルフ対抗戦都道府県予選会から全国大会への進出ガイドライン 

① 全国大会の出場枠に対して県予選に出場する全国の小学校数(シード除く)から比率を算

出する。（全国大会に出場できる人数は 120名を上限とする。） 

② 仮に 4 校に 1 校の割合とした場合、予選会出場校数に対する全国大会出場校数は下記

と算出される。 

(例) 出場 1-4 校→1 校、出場 5 校→1 校、出場 6-9 校→2 校、出場 10-13 校→3 校、出

場 14-17校→4校 <数値は例です> 

③ 上記②で 6 校出場の地区と 7 校出場の地区が 2 地区ある場合で、どちらかにもう 1 枠振

り分けられる場合、7校出場の地区が全国大会に 1枠分多く出場できる。 

④ 上記②で 5 校出場の地区と 9 校出場の地区が 2 地区ある場合で、どちらかにもう 1 枠振

り分けられる場合、9校出場の地区が全国大会に 1枠分多く出場できる。 

⑤ 上記②で 4 校出場の地区と 8 校出場の地区が 2 地区ある場合で、どちらかにもう 1 枠振

り分けられる場合、8 校出場の地区が全国大会に 1 枠分多く出場できる。(競争率の高い

地域を優先する) 

⑥ 上記③④⑤でも同率の場合には、JGTOによる抽選にて決定する。 

 

■スナッグゴルフ用具について 

⚫ ランチャー、ローラー、マット、ボールは各選手分・必要分をご持参ください。(試合球の支

給はありません)。フラッグは大会側で用意します。 

⚫ 用具は市販時の状態でご使用ください。重量・長さの調整、シャフト交換・加工された用具

は使用できません。但し、グリップについては市販されているゴルフ用グリップに交換する

ことができますが、長さが変わったり、太すぎる場合は使用することができません。 

⚫ 用具は取り間違えないように、印を付けたり学校名を記入しておいてください。 

 

■お願い事項 

⚫ 各組のスコア収集を、各小学校の先生又は保護者の方々にご協力頂きます。１校２名の

ご協力をお願いいたします。スコア収集は、各組に１名が随行して、各選手のスコアを記

録して頂きます。記録用紙は当日お持ちいたします。 

⚫ スタート前には用具を置いて自己紹介(小学校名と名前)をしてください。(握手は感染症対

策の観点から省略) 

⚫ ティショット準備時には帽子を脱いで、コース、同伴競技者、そしてスコアラーに対して「よ

ろしくお願いします」という挨拶をしてください。 

⚫ グリーン内を除くショットの際には、「打ちます」という掛け声を発してください。 

⚫ 9 ホール終了後には帽子を脱いでコース、同伴競技者、そしてスコアラーに対して「ありが

とうございました」とお礼をお願いします。 

 

■その他 

⚫ 屋外でのイベントですので、日傘やレジャーシートなども、必要に応じてご用意ください。

（運動会と同じご用意を）                             以上 

 

■お問い合わせ… 日本ゴルフツアー機構 宮内＜090-7187-2234＞ 



 6 

一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟 行き 

                           ＦＡＸ０６－６３７９－３５８３ 
  

スナッグゴルフ対抗戦 広島県予選会 

谷原秀人ジュニアクラシック・スナッグゴルフ大会 

選手登録申請書 【レギュラー】 

№ 氏    名 フリガナ 学年 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

小学校名：     

担当者氏名：     

休日連絡先(携帯):   

 
●出場選手及び引率者の肖像権について 

ニュース・報道（新聞、雑誌、インターネットの報道目的での使用）の範囲については、出場選手及

び引率者の肖像を、当機構各媒体及びテレビ中継局をはじめとした、報道各社に使用して頂きま

すので事前にご了承ください。営利目的の使用は致しません。 
 

 

【2021大会記事】   【全国大会 YouTube】 
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一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟 行き 

                           ＦＡＸ０６－６３７９－３５８３ 
  

スナッグゴルフ対抗戦 広島県予選会 

谷原秀人ジュニアクラシック・スナッグゴルフ大会 

選手登録申請書 【交流参加】 

№ 氏    名 フリガナ 学年 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

小学校名：     

担当者氏名：     

休日連絡先(携帯):   

 
●出場選手及び引率者の肖像権について 

ニュース・報道（新聞、雑誌、インターネットの報道目的での使用）の範囲については、出場選手及

び引率者の肖像を、当機構各媒体及びテレビ中継局をはじめとした、報道各社に使用して頂きま

すので事前にご了承ください。営利目的の使用は致しません。 
 

 

【2021大会記事】   【全国大会 YouTube】 
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第 19 回スナッグゴルフ対抗戦ＪＧＴＯカップ全国大会 実施要項 <案> 
 

名  称：『JGTOキッズゴルフ応援プロジェクト supported by リシャールミルジャパン基金』 

第 19回スナッグゴルフ対抗戦ＪＧＴＯカップ全国大会 <in西郷村> <in三木市> 

主  催：一般社団法人日本ゴルフツアー機構 日本スナッグゴルフ協会 

共  催：一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟 

特別協賛： リシャールミルジャパン基金 株式会社ＴＳＩ ディライトワークス株式会社 

助  成：公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻﾎﾟｰﾄ： <西郷村> グランディ那須白河ゴルフクラブ  <三木市> 三木ゴルフ倶楽部 

Municipal ｻﾎﾟｰﾄ: 三木市 

後  援：公益財団法人ベルマーク教育助成財団 NPO法人日本ジュニアゴルファー育成協議会 

      <西郷村> 西郷村 西郷村教育委員会 

      <三木市> 三木市 三木市教育委員会 三木市ゴルフ協会 神戸新聞社 

協  力：ジャパンゴルフツアー選手会 公益財団法人日本ゴルフ協会 

公益社団法人日本プロゴルフ協会 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 

一般社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会  一般社団法人日本ゴルフ用品協会 

公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟 

      <西郷村> NPO 法人西の郷スポーツクラブ JA福島中央会 福島民報社 

      <三木市> 三木商工会議所青年部 三木市スポーツ推進委員会 関西国際大学 

運営協力：スナッグゴルフジャパン 

テレビ放映：YouTube <2021 年実績:https://www.youtube.com/watch?v=ACZkFmp8owA > 

日程・会場：<西郷村> 2022年 7月 17日(日)13:00スタート ＜荒天の場合 7 月 18 日（月曜日）＞ 

【会場】グランディ那須白河ゴルフクラブ NASUコース（福島県西白河郡西郷村） 
10:30-12:30 練習・昼食 12:30-13:00開会式 13:00-15:30 競技 15:30-16:00 表彰式 16:00-16:30 記念撮影 

<三木市> 2022年 10月 29日(土)12:00スタート ＜荒天の場合 10 月 30 日（日曜日）＞ 

【会場】三木ゴルフ倶楽部 西コース (兵庫県三木市)  
9:00-10:30 練習 10:30-11:00 開会式 11:00-12:00 昼食 12:00-14:30 競技 14:30-15:00 表彰式  

15:00-15:30 記念撮影 

出場資格：  ①6年生から 2 年生による 6人以下 3人以上の 1校 1チーム 

②前年度上位 3校 ③震災復興支援枠 ※但しチームとして３ヶ月以上練習実績があること 

ﾄﾞﾘｰﾑﾁｰﾑ：  トッププロゴルファー6名により編成される「JGTOドリームチーム」が子どもたち 

      と同じ用具・同じボール・同じ距離にて参戦 

競技方法：  ９ホールをプレーし上位３人の合計スコアで競う 

感染症対策：新型コロナ感染症対策としてスタッフの抗原検査の徹底と参加者の健康観察の 

ご協力をお願いして参ります 

交 通 費： 交通費及び宿泊費は原則自己負担となります 

 

●本件に関するお問い合わせ： 

一般社団法人日本ゴルフツアー機構 宮内<090-7187-2234> 山田<080-1220-5687>                         
 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ACZkFmp8owA

