
2022年 KGA杯ジュニアゴルフ大会 男子の部
組み合わせおよびスタート時間表 於：カレドニアン・ゴルフクラブ

15歳～17歳の部 64名　　

1番よりスタート 10番よりスタート 12歳～14歳の部 54名　　
組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属 組 時間 氏　　名 所属

鴨下 勇利 私立成城学園高・2 山嵜 千加良 幸手市立西中・3 白鳥 葵 私立玉川学園高・2 水沼 勇太 宇都宮市立陽南中・2

弘田 脩太朗 私立桐朋高・1 竹田 亮太 千葉市立おゆみ野南中・2 平出 陽音 私立浜松日体高・1 原 蓮太朗 渋川市立古巻中・3

出口 千加志 私立水戸啓明高・1 橋本 圭市 川崎市立犬蔵中・3 宮長 武寿 私立杉並学院高・3 高屋 駿 大田区立大森第八中・3

五十嵐 勇翔 私立埼玉栄高・3 依田 悠誠 軽井沢町立軽井沢中・1 小林 龍竺 私立ルネサンス高・1 片野 貫一朗 私立光英ＶＥＲＩＴＡＳ中・1

山本 和真 私立日大櫻丘高・1 林田 遼汰 熊谷市立妻沼西中・1 古屋 智史 私立正智深谷高・3 杉森 拓斗 笠間市立笠間中・3

井上 笑慈 私立佐野日大高・1 柳田 圭輝 あきる野市立秋多中・2 久保山 理叶 私立浜松日体高・2 八木沢 迦音 水戸市立笠原中・1

田島 柊一郎 私立西武台千葉高・1 阿部 羽流斗 焼津市立大富中・3 岡村 海輝 私立日本ウエルネス高・1 大久保 颯泰 取手市立取手第二中・2

羽部 大輝 私立拓殖大学紅陵高・2 柴田 悠希 笠間市立友部第二中・3 山口 桂一朗 神奈川県立厚木北高・2 林 大地 Ｓｒｉ　ＫＤＵ中・1

飯塚 結成 私立千葉黎明高・2 森田 大悟 国立宇都宮大教育学部附属中・1 瀬山 虎ノ介 私立玉川学園高・2 伊藤 尚希 市原市立ちはら台南中・2

藤田 悠太郎 私立浜松日体高・1 石津谷 憲 私立浜松日体中・3 柿澤 琢真 私立法政大学国際高・2 井上 滉太 上尾市立南中・3

小池 健心 私立青山学院高・2 藤村 龍謙 牛久市立牛久南中・1 松谷 崇嗣 私立埼玉栄高・1 河原 勇渚 日高市立高麗川中・3

梁島 希歩 私立日大第一高・2 山崎 暖真 板橋区立志村第一中・1 浜中 翔梧 私立浦和学院高・2 森田 元大 国立宇都宮大教育学部附属中・3

寺本 湧亮 私立日本ウェルネス高・1 高橋 雅楽助 私立高輪中・3 田﨑 耀一朗 私立玉川学園高・2 小泉 慶一郎 私立立教新座中・2

大久保 麻波浪 私立日本ウエルネス高・1 岩井 礼歩 魚沼市立小出中・2 長谷川 和瑞大 私立埼玉栄高・2 篠原 獅童 鹿沼市立東中・2

長崎 直仁 私立拓殖大学紅陵高・3 成松 峻 西東京市立田無第三中・2 遊佐 一成 私立拓殖大学紅陵高・3 番匠 信幸 藤沢市立藤ヶ岡中・3

豊嶋 泰章 私立西武台千葉高・1 斎藤 旬一 那須塩原市立三島中・2 伊藤 翼 私立杉並学院高・3 沖田 雫 佐倉市立井野中・1

佐藤 星河 私立代々木高・1 髙坂 信一郎 浜松市立湖東中・3 須藤 陸人 私立拓殖大学紅陵高・1 今屋 大雄 中央区立晴海中・2

塚本 恵斗 私立日大第一高・2 矢後 英俊 品川区立日野学園中・2 疋田 大河 私立開志国際高・1 小谷 海斗 流山市立常盤松中・3

高崎 友輔 私立埼玉栄高・1 渡辺 優名利 宇都宮市立瑞穂野中・1 村井 啓矩 私立成城学園高・1 清水 奏琉 行田立長野中・3

江見 優輝 私立開志国際高・1 金澤 和夢 私立佐久長聖中・2 天野 一希 私立麗澤高・3 松谷 孝 川崎市立宮前平中・3

中村 環希 私立埼玉栄高・3 大塚 恵冬 横須賀市立公郷中・3 富澤 大 私立日大第一高・2 石井 健梧 私立武蔵野大中・3

田村 琉煌 私立相洋高・1 山口 吉盛 私立群馬国際アカデミー中・3 平城 豪大 私立拓殖大学紅陵高・1 毛塚 大智 国立宇都宮大教育学部附属中・3

鈴木 涼仁 私立千葉学芸高・1 勝又 悠護 横浜市立旭中・2 岡田 隼輔 私立埼玉栄高・1 西山 修生 国立山梨大附属中・1

池川 獅童 私立浜松日体高・2 西田 吏玖 太田市立宝泉中・1 伊藤 琉晟 私立東海大学付属浦安高・1 大地 武虎 調布市立第四中・1

野村 興輝 私立明大中野八王子高・1 上妻 勝太 私立埼玉平成高・2

森 虎琉 私立早稲田大学高・3 佐藤 友樹 神奈川県立厚木北高・3

鈴木 零央 私立浜松日体高・1 仲西 郷 私立浜松日体高・3

八木沢 浩心郎 私立水戸啓明高・1 田口 瑞樹 私立日大第一高・1

片倉 祐翔 私立埼玉栄高・1 飯塚 晴貴 私立千葉黎明高・3

川崎 凌 私立明大中野高・1 坂本 陽仁 私立西武台千葉高・1

李 宗陽 私立玉川学園高・2 佐藤 貴裕 私立千葉学芸高・2

相浦 大輝 私立開志国際高・1 常盤 和也 私立作新学院高・1

石井 圭 平塚市立浜岳中・2 荒木 敬太 私立渋谷教育学園幕張中・2

鈴木 星那 浜松市立光が丘中・1 張 真 私立埼玉栄中・3

神永 直輝 大田区立東蒲中・1 島田 楽生人 伊勢崎市立四ツ葉学園中・1

競技委員長　秋川 満
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2022 年 KGA 杯ジュニアゴルフ大会 男子の部 

 

開 催 日 ：8月 19日(金) 

開催コース ：カレドニアン・ゴルフクラブ 

 

本競技は日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則とこのローカルルールと競技の条件を適用する。 

本書に記載の無い事項や追加変更がある場合は競技規定やプレーヤーへの通知文書、または競技会場での掲示

物に掲載されるので必ず参照すること。 

ゴルフ規則によって別に定められている場合や本書に罰が記載されている場合を除き、このローカルルールと競技の

条件の違反の罰は、「一般の罰(2罰打)」となる。 

 

ローカルルール 

1. アウトオブバウンズ(規則 18.2) 

(a) アウトオブバウンズは白杭のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる。 

(b) 4 番と 6 番ホールの間の白杭を結んだ線を越えて止まった球は、他のホールではインバウンズとなるコースの

別の部分に止まったとしてもアウトオブバウンズである。 

2. 異常なコース状態(動かせない障害物を含む)(規則 16) 

(a) 修理地 

青杭を立て、白線で囲まれた区域。 

(b) 動かせない障害物 

(1) 排水溝 

(2) 距離標示用の人工のヤーデージマーク(距離標示用の杭を除く) 

(3) 複数の動かせない障害物が接している場合、それらはひとつの動かせない障害物として扱われる。 

(4) 動かせない障害物と白線でつながれている区域は、その動かせない障害物の一部として扱われる。 

3. プレー禁止区域 

電磁誘導カート用の2本のレール(白線でつながれている区域を含む)は、全幅をもってプレー禁止区域であり、異

常なコース状態として扱われる。規則 16.1f に基づき、そのプレー禁止区域による障害からの罰なしの救済を受け

なければならない。ただし、スタンスにだけ障害となる場合は、そのままプレーすることもできる。 

4. 不可分な物 

以下の物は不可分な物であり、無罰の救済は認められない。 

(a) 樹木やその他の恒久的な物件に巻きつけたり、密着させてあるもの。 

(b) ペナルティーエリア内にある人工の壁や杭でできた構造物。 

5. 規則 11.1b例外 2に基づいてパッティンググリーンから行われたストロークを再プレーしなければならないケース 

(ローカルルールひな型 D-7) 

規則 11.1b例外 2は、プレーヤーがパッティンググリーンからプレーした球が偶然に次のものに当たった場合には

適用しない。 

 そのプレーヤー 

 そのストロークを行うためにそのプレーヤーによって使用されたクラブ、または、 

 ルースインペディメントとして定められる動物(つまり、ミミズ、昆虫や簡単に取り除くことができる類似の動物)。 

そのストロークはカウントし、球はあるがままにプレーしなければならない。 

6. 後方線上の救済(ローカルルールひな型 E-12) 

このローカルルールは規則 16.1c(2)、17.1d(2)、19.2b、19.3b を採用する場合に適用する。 

7. 壊れた、または著しく損傷したクラブの取り替え 

ローカルルールひな型 G-9を適用する。 

8. クラブと球の規格 

(a) ストロークを行うために使うドライバーは R&A が発行する最新の適合ドライバーヘッドリストに掲載されている

クラブヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでなければならない。 

(b) ストロークを行うときに使用する球は R&Aが発行する最新の適合球リストに掲載されていなければならない。 

このローカルルールの違反に対する罰：失格 

9. ゴルフシューズ 

ラウンド中、プレーヤーは下記の特徴を持つシューズを履いてはならない： 

伝統的なスパイク－すなわち、地面を深く貫くようにデザインされた 1 つあるいは複数の鋲を有するスパイク(メタル

製、セラミック製、プラスチック製、その他の材質かは問わない)。 

このローカルルールの違反に対する罰：規則 4.3参照 



10. プレーの中断と再開(規則 5.7) 

(a) 即時中断(落雷等、切迫した危険がある場合) 

委員会がプレーの即時中断を宣言した場合、すべてのプレーヤーは直ちにプレーを止めなければならず、

委員会がプレーを再開するまでは別のストロークを行ってはならない。 

このローカルルールの違反に対する罰：失格 

即時中断中は、委員会がオープンと宣言するまで、すべての練習施設はクローズとなる。クローズとなった練

習施設で練習しているプレーヤーは練習を止めるように要請される。その要請に従わなかった場合、失格と

することがある。 

(b) 通常の中断(日没やコースがプレー不能) 

規則 5.7b､c､dに従って処置すること。 

(c) プレーの中断と再開の合図 

即時中断 ：1回の長いサイレン 

通常の中断 ：3回の短いサイレン 

プレーの再開 ：2回の短いサイレン 

と同時に、本部より競技委員を通じてプレーヤーに連絡する。 

11. 練習 

ホールとホールの間、プレーヤーは次のことをしてはならない。 

終了したばかりのグリーンやその近くで練習ストロークを行う。または、終了したばかりのグリーンの表面をこすった

り、球を転がすことによってグリーン面をテストする。 

12. キャディー 

プレーヤーはラウンド中に委員会によって指定された者以外をキャディーとして使ってはならない。 

このローカルルールの違反に対する罰：違反があった各ホールに対して一般の罰を受ける。違反がホールとホー

ルの間で起きたり、ホールとホールの間まで続く場合、プレーヤーは次のホールで一般の罰を受ける。 

13. 送電線によって方向を変えられた球 

16 番ホールにおいて、プレーヤーの球が送電線に当たったことが分かっている、または事実上確実な場合、その

ストロークはカウントしない。そのプレーヤーは罰なしに、直前のストロークを行なった場所から球をプレーしなけれ

ばならない(何をすべきかについては規則 14.6 を参照)。 

 

競技の条件 

1. スコアカードの提出 

スコアリングエリア方式を採用する(プレーヤーの両足がエリアから出た時点をもって提出されたものとみなす)。 

2. 競技終了時点 

委員会の作成した成績表が KGA公式ホームページに掲示された時点をもって終了したものとみなす。 

 

注意事項 

1. ローカルルール 9 項において規制されるシューズ以外でもグリーンに著しく損傷を与えるシューズは使用禁止とす

ることがある。 

2. プレーヤーにエチケット違反、または非行があった場合には「行動規範」に基づいて制裁を受けることがある。また

重大な非行があった場合には規則 1.2aおよび 20.2に基づいて失格とする場合がある。 

3. 打放し練習場においては備付けの球を使用し、スタート前の練習は 1人 1 コイン(25球)を限度とする。 

4. アプローチ・バンカー練習場は、自己の球を使用すること(1人 3個まで)。 

 

競技委員長 秋川 満 
 

距離表 

 
Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT

Yards 427 570 204 360 175 560 393 403 415 3507

Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL

375 360 150 377 392 498 343 163 545 3203 6710

4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 72
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2022 年 KGA 杯 ジュニアゴルフ大会 男子の部 注意事項 

カレドニアン・ゴルフクラブ 

 

 

下記注意事項を厳守すること。 

※悪天候等による中止等、競技に関する情報は関東ゴルフ連盟(KGA)ホームページに掲載します。 

 

 

猛暑でのプレーが予想されるので、熱中症対策等、健康管理には充分注意してください。また、新型コロナ

ウイルス感染対策を考慮した運営方法となりますので、出場選手および関係の皆様のご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

1. 来場時はマスクをつけ、検温と手指消毒を行い、同封のコロナ問診票と熱中症アンケートを KGA受付に

提出すること。 

検温で 37.5 度以上の場合または問診票の内容によっては参加をお断りします。 

また、新型コロナウイルス感染者または体調不良などで感染が疑われる場合は参加を取りやめること。 

 

2. クラブハウス内および乗用カート乗車時はマスクを着用すること。また、ソーシャルディスタンスを保つ

ことを心掛け、不要な会話は控えること。感染拡大防止のために主催者が決めたその他の措置の順守、指

示に従うこと。 

 

3. 競技後に新型コロナウイルス感染が判明した場合は必ず KGAへ報告すること。 

 

4. 欠場の連絡 

 KGA事務局(03-6278-0005)または、カレドニアン・ゴルフクラブ(0479-82-6161)に連絡すること。 

無断欠席は厳重に処分します。 

 

※締め切り後に欠場した者は下記の口座へ、参加料 5,500 円(税込)を選手名で振り込むこと。 

 

三井住友銀行(0009) 銀座支店(026) 普通預金 8416275 

一般社団法人関東ゴルフ連盟スクール口 

イッパンシャダンホウジンカントウゴルフレンメイ スクールグチ 

 

 

5. 競技参加料 

5,500円(税込) 

 

6. プレー代 

11,595円(税込、4B・3B共通)と参加料を終了後にフロントで支払うこと。 
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7. ゴルフ場利用税非課税措置の手続き 

特別な手続きは必要ないが、学生証は必ず携帯していること。 

満 18歳の選手は、ゴルフ利用税 1,150円が必要となるので、終了後にフロントで支払うこと。 

 

8. 服装の規定 

クラブハウス内やロッカー室での滞留時間を極力減らすためにプレー可能な服装での来場を推奨します。 

また、関東高等学校・中学校ゴルフ連盟のユニフォーム規定に準じたゴルフウエアで参加すること。 

制服・ブレザーの着用 ：不要 

ゴルフシューズでの来場 ：来場可 

機能性アンダーシャツ ：着用可 

カーゴパンツ ：禁止 

サングラス ：着用可 

帽子の着用 ：コース内では頭を覆うキャップ型を必ず着用すること。 

 クラブハウス内では脱帽すること。 

携帯電話の使用  ：コース内、ハウス内での通話禁止、駐車場のみ使用可とする。 

ゴルフシューズ ：メタルスパイク禁止 

キャディーバッグ ：重量制限なし。クラブハウス入場前にキャディーバッグ置き場へ置くこと。 

 

9. 練習施設 (別紙「競技の条件」下の注意事項を参照のこと) 

・ 打撃練習場はスタート前 1人 1コイン 25球(無料)まで。 

・ 練習グリーンでは、長時間同じ場所からの練習や、練習グリーン上での会話は慎むこと。 

・ アプローチ・バンカーは自己の球 3球まで。 

・ ホールアウト後は、全ての練習施設は使用できません。 

 

10. 施設の利用 

売店 ：ハウス内、コース内とも営業する 

クラブバス ：運行しない 

宅配便 ：利用可 

浴室  ：入賞者授与式前まで利用可。 ※ストレッチスペースとしての利用は禁止 

 

11. オープン時間 

 クラブハウス、練習場ともに 6時 00分 

 

12. 18 ホールスループレー（18 ホールを続けてプレーすること） 

軽食等の用意はありません。必要に応じて各自で準備すること。  

 

13. ハーフラウンド終了後 

スコアのハーフチェックを行うので、競技委員の指示に従うこと。 

 

14. 表彰式 

表彰式は行わず、高校生と中学生と分けて入賞者へのメダル授与式とをレストラン会場にて行う。 

入賞対象者は各部門 1～3位まで。 

上位選手へはアテスト時に競技委員より伝えるので、結果が出るまでレストランで待機すること。 
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15. その他 

・ 体調が悪くなった場合は無理をせず早めに申し出ること。 

・ 持参したクーラーボックスは、必ずスタートハウスの下に置くこと。 

・ ルールブック(2019年版)と目土袋、スコップは常に携帯し、自分で目土をすること。 

・ 選手はカートに乗車できるが、自らクラブをカートへ取りに行くなど、キャディーに頼らない 

プレーを心がけること。 

・ 乗用カート乗車時は、必ずアームレストにつかまる等、安全に配慮すること。 

・ ハーフスコアチェックが終了したら、スタートハウスで持参した軽食をとること。 

・ 欠場者が出た場合、組合せおよびスタート時間を変更することがある。 

・ エチケット、マナーを守り、学生らしい態度で行動すること。 

・ ルール等で疑問が生じたときは、すみやかに競技委員に報告すること。 

事後のクレームは一切認めない。 

・ 会場内でのスコア掲示はせず、KGAホームページで確認すること。 

・ 入賞者がタイの場合は「マッチング・スコア方式」により決定する。 

・ 15歳～17歳の部 5位までの者、12歳～14歳の部の 3位までの者は、2023年関東アマゴルフ選手

権予選競技への出場資格が付与される。 

15歳～17歳の部の 4位、5位の者は、メダル授与式への出席が無いので、成績はKGAホームペー

ジで確認すること。 

また、出場資格を得た選手へは、2023年関東アマゴルフ選手権予選競技の申し込み時期に KGAよ

り登録の住所へ封書にて通知する。 

 

 

 

 

以上 

 

 



2022年 KGA杯ジュニアゴルフ大会 男子の部 

≪ギャラリーの皆様へのお願い≫ 
 

◆ 猛暑でのプレーが予想されます。ジュニアの体調管理には充分ご注意ください。 

◆ ジュニア1名に付き、ギャラリー1名が入場できます。 

同封の入場章シールを必ず見える位置に着けて入場してください。 

同封の熱中症アンケート、選手問診票、ギャラリー問診票を、KGAギャラリー受付へ

提出してください。 

◆ ギャラリーのドレスコード 

➢ ブレザーの着用は必要ありません。 

➢ 禁止されている服装事例 

サンダル、ジャンパー、トレーニングウエア、ジーンズ、カーゴパンツ、Tシャ

ツ、タンクトップ等 

➢ 携帯電話は駐車場のみで使用できます。 

※お守りいただけない場合はご退場いただく場合があります。 

◆ 持参したクーラーボックスは、必ずスタートハウスの下に置いてください。 

マスター室前には絶対に置かないようご注意ください。 

◆ クラブハウスのレストランは利用できます。ロッカー番号で精算してください。 

◆ コース内の入場は入場章シールを付けているギャラリーのみで、1番10番ティーイン

グエリア周辺および9番18番グリーン周辺のみとなります。 

◆ いかなる場所でも飛んできたボールには触れないでください。 

◆ 競技中の選手との接触は、アドバイスと捉えられる可能性がありますのでご遠慮くだ

さい。 

◆ 事故、ケガに対しては責任を負いません。                 以上 



カレドニアン・ゴルフクラブ／富里ゴルフ倶楽部 

ドレスコード 

 

 当コースでは、ブレザーやジャケット着用が必要です。ジャンパー、 

ジーンズ、スニーカーなどでクラブハウスに入ることは出来ません。  

 

 ウエアの裾はズボンの中が基本です。  

 

 

 プレー時の服装 

 

 

 



選手および保護者の皆様

はじめに 気温が上がって、食品が傷みやすい時期です。

安全にゴルフをするために、次に示すポイントを順守して食品を用意ください。

①保冷バッグと保冷剤を用意してください。100円ショップで購入できます。

②なるべく食品をコンビニで購入してください。

　※食品衛生上、手作りのおにぎりは控えてください。　

　※特別な事情がある場合には事前にご相談ください。　

③食品を保冷バッグに入れ、保存しましょう。

エネルギー 必要なエネルギー量は活動内容によって異なります。

下記を参考にして、食品を選択してください。

ラウンド 男性： 1,000～1,200kcal

女性：    900～1,100kcal

一般社団法人関東ゴルフ連盟 ジュニア育成委員会

事前準備

食品選択

2022年度スルーラウンド時における食品の用意に関して

保冷バッグ 保冷剤

ゼリー飲料

エネルギーバー

カステラ スポーツドリンク・麦茶

おにぎり 梅・鮭

バナナ

（要保冷）

フルーツジュース

（要保冷） ※ 気温によりますが、最低でも

ハーフで2本用意しましょう。

あんぱん

※ 3～4個を選んで食べるようにしましょう。



青木純一郎：スポーツと水分補給、最新医学、43-2190-2194、1988より作成 

 ヒトは運動中に汗をかいて体温を維持しようとしますが、

その量は1時間に1～2ℓ程度の発汗が見られます。 

 運動中に、もし水分を摂取しなかったとすると、体温は

どんどん上がってしまい、熱中症になりかねません（右図

赤線）。プレー中は、自由に水分補給をできる環境を整え

（右図白線）、出来れば1ホール終了ごとに口一杯の水分

補給を行いましょう（右図青線）。計画的な飲水は体温の

上昇を抑え、疲労の軽減や集中力の維持に繋がります。 

 また、水分の種類は、スポーツドリンクや水がお勧めで

すが、水だけでは、のどの渇きは潤うものの、体液が薄

まってしまいますので注意しましょう。 

  

 

 
一般社団法人関東ゴルフ連盟 
ジュニア育成委員会 強化部会 

参与 長島 洋介 

 

[スタート前] 

 

ペットボトル 
1/2～1本 

 

[ラウンド中] 

 

1ホールごとに 
口一杯の水分補給 

 

[ラウンド後] 

 

終了直後も 
積極的に補給を 

 



選手に関する熱中症アンケート 

 

選手名                         

 

 

熱中症は死亡事故につながることもある怖い症状です。 

気分の悪さ、めまい、顔のほてり、筋肉のピクつき、腹痛等が熱中症の初めの症状と言

われています。保護者の方が、下記項目について確認いただきご記入ください。 

競技中に具合が悪いと感じたら、直ぐにキャディーさんへ伝えてください。無理をせず

に一旦プレーをやめるにようにお伝えください。 

 

 

【次の項目に○をつけてご回答いただき、KGA受付にご提出ください】 

 

◆ 昨夜はよく眠れましたか はい ・ いいえ 

◆ 朝食はいつも通りの量を食べましたか   はい ・ いいえ 

◆ いつもよりダルさがありますか ない  ・ ある 

◆ 顔にほてりはありますか ない  ・ ある 

◆ めまい、頭痛、腹痛、息苦しさはありますか  ない  ・ ある 

 

 

のどが渇いてからでは遅いと言われています。プレー中は必ず帽子をかぶり、多めに飲

み物を持ち、こまめに水分補給をしましょう。経口補水液飲料（OS1）やスポーツドリンク

などを推奨します。お茶やコーヒーなどカフェインを多く含む飲料水は水分が体外にど

んどん出てしまい、体の中の水が足りなくなるので控えてください。 

 

ご協力ありがとうございました。 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年 KGA杯ジュニアゴルフ大会男子の部

会場：カレドニアン・ゴルフクラブ 日にち　： 2022年 8月 19日

感染対策のため、以下の問診票に記入し提出しなければならないことをご理解の上、ご協力お願いします。

氏名 学校名 ・ 学年

連絡先電話番号　携帯または自宅

【体調について該当する場合は(       )に○を付けてください】

(           ) 平熱より高い状態が2日ないし3日ほど続いている

(           ) 咳、喉の痛み、だるさ（倦怠感）、が出る

(           ) 息苦しさ（呼吸困難）がある

(           ) 臭覚や味覚に異常を感じる

(           ) 10日以内に同居家族や身近な人に感染が疑われる人がいる

【開催前7日間の行動記録について】

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

【注意事項】
①来場時に必ず検温し、記入済みの「新型コロナウイルス感染症（COVID－19）行動記録問診票」を提出してください。

　会場にはマスク着用にてお越しいただき、入場時は必ずマスクを着用してください。

②活動当日を含め5日以内に発熱がある場合（37.5℃を基準として、平熱より1℃高い体温が続いている方も該当）

　や、問診票の回答内容によっては参加を認めない場合があります。

③こまめな手洗いうがい、アルコール手指消毒の実施をしてください。

④常に密にならないよう（できるだけ2m以上）に注意し、実施中は担当者の指示に従って距離をとってください。

⑤会場、実施中は大声での会話をしないでください。

⑥感染防止のため、主催者が決めたその他の措置の順守、主催者の指示に従ってください。

⑦活動当日より1週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者へ速やかに報告をしてください。

一般社団法人関東ゴルフ連盟

【新型コロナウイルス感染症（COVID－19）行動記録問診票】

【平熱】　　　　　　　　℃

日付 　　　/

日付 　　　/

日付 　　　/

選　　手　　用

日付 　　　/

日付 　　　/

日付 　　　/

日付 　　　/



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年 KGA杯ジュニアゴルフ大会男子の部

会場：カレドニアン・ゴルフクラブ 日にち　： 2022年 8月 19日

感染対策のため、以下の問診票に記入し提出しなければならないことをご理解の上、ご協力お願いします。

氏名

連絡先電話番号　携帯または自宅

【体調について該当する場合は(       )に○を付けてください】

(           ) 平熱より高い状態が2日ないし3日ほど続いている

(           ) 咳、喉の痛み、だるさ（倦怠感）、が出る

(           ) 息苦しさ（呼吸困難）がある

(           ) 臭覚や味覚に異常を感じる

(           ) 10日以内に同居家族や身近な人に感染が疑われる人がいる

【開催前7日間の行動記録について】

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

検温時間 ： 検温結果 ℃ 外出先

【注意事項】
①来場時に必ず検温し、記入済みの「新型コロナウイルス感染症（COVID－19）行動記録問診票」を提出してください。

　会場にはマスク着用にてお越しいただき、入場時は必ずマスクを着用してください。

②活動当日を含め5日以内に発熱がある場合（37.5℃を基準として、平熱より1℃高い体温が続いている方も該当）

　や、問診票の回答内容によっては参加を認めない場合があります。

③こまめな手洗いうがい、アルコール手指消毒の実施をしてください。

④常に密にならないよう（できるだけ2m以上）に注意し、実施中は担当者の指示に従って距離をとってください。

⑤会場、実施中は大声での会話をしないでください。

⑥感染防止のため、主催者が決めたその他の措置の順守、主催者の指示に従ってください。

⑦活動当日より1週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者へ速やかに報告をしてください。

日付 　　　/

日付 　　　/

日付 　　　/

日付 　　　/

一般社団法人関東ゴルフ連盟

日付 　　　/

付き添い（ギャラリー）用

【新型コロナウイルス感染症（COVID－19）行動記録問診票】

【平熱】　　　　　　　　℃

日付 　　　/

日付 　　　/


