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2023 年 KGA ジュニア・ゴルフスクール 実施規定 
 

 

主 催 一般社団法人関東ゴルフ連盟(KGA) 

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-18-11 銀座 SC ビル 4F 

TEL 03-6278-0005  FAX 03-6278-0008 

KGA ホームページ www.kga.gr.jp 

主 管 公益財団法人日本ゴルフ協会(JGA) 

協 力 相模カンツリー倶楽部 

 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース 

 鷹之台カンツリー倶楽部 

  （開催順） 

 

 

1. 目  的 中級者・上級者スクールは一定の技術レベルがある競技出場者を対象とした内容で、18ホー

ルの研修ラウンドを通じて、ルール、エチケット・マナー、ラウンドの要領を学び、健全な競

技者を育成する。初級者スクールは、基本的なラウンドの要領を伝え、ゴルフの楽しさや醍醐

味を経験してもらう。 

 

2. 参加資格 ① JGAジュニア会員で一般社団法人関東ゴルフ連盟地区在住在校の方 

関東地区とは、KGA管轄の1都10県（新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、埼玉、 

千葉、東京、神奈川、静岡）をいう。 

 

② 2023年4月2日以降、小学校4年生～高校生3年生になる方 

申し込みの際は、KGAホームページから、2023年4月2日以降の学校名と新学年を記入し

てください。 

 

③ JGAジュニア会員でない方は、事前に公益財団法人日本ゴルフ協会のホームページより

JGAジュニア会員の申し込みをすること。 

 

④ 上級者・中級者・初級者の目安は下記3.を、日程会場、クラス分けなどは下記4.を参照の

こと。 

 

3. 中級者・上級者の分け方と目安 

■ 小学生・中学生・高校生 共通 

1ラウンドの平均ストロークにより次のように分ける。 

上級者 99 ストローク以下でラウンドできる技量 

中級者 100～119 ストロークの間でラウンドできる技量 

初級者 120 ストローク以上でラウンド経験がある事 

 

http://www.kga.gr.jp/
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4. 開催日、会場、対象レベル、定員数、参加料 

■中級者・上級者／小学生スクール 

開催日 会場 対象者・レベル 参加料定員数（組数）

60名 15～20組 3,300円3月27日(月) 相模カンツリー倶楽部
男女4～6年生

中級者・上級者

 

■中級者・上級者／中学生・高校生スクール 

開催日 会場 対象者・レベル 参加料

3月27日(月)
袖ヶ浦カンツリークラブ

新袖コース
男女 中級者・上級者 80名 20～26組 3,300円

4月3日(月) 鷹之台カンツリー倶楽部 男女 中級者・上級者 80名 20～26組 3,300円

定員数（組数）

 

■初級者／小学生・中学生・高校生スクール 

開催日 会場 対象者・レベル 参加料

3月27日(月)
袖ヶ浦カンツリークラブ

新袖コース

男女 小学4～6年生・
中学生・高校生

初級者
20名 5～6組 3,300円

4月3日(月) 鷹之台カンツリー倶楽部
男女 小学4～6年生・

中学生・高校生
初級者

20名 5～6組 3,300円

定員数（組数）

 

■スクール 共通 参加料（消費税込）には、プレー代が含まれる。 

 

5. 内 容  

■中級者・上級者／小学生スクール 

原則1組に1名の委員が帯同し、ルール、エチケット、マナー、ラウンドの要領および競技用スコアカード

の記入方法の指導を行う。クラブハウスでの活動は無く、18ホールスループレーで実施する。 

■中級者・上級者／中学生・高校生スクール 

原則2組～3組に1名の委員が帯同し、ルール、エチケット、マナー、ラウンドの要領および競技用スコア

カードの記入方法の指導を行う。クラブハウスでの活動は無く、18ホールスループレーで実施する。 

■初級者／小学生・中学生・高校生スクール 

練習場のレッスンの後、数ホール～9ホールラウンドを経験する。 

■スクール 共通 セルフプレーです。（乗用カート無し、キャディ無し） 

キャディバッグを担いでプレーする事が負担な者は、持参した手引きカートを使用することができる。 

但し、電動の手引きカートは使用不可。 

※小学生は、軽量のキャディバッグにして、手引きカートの使用を勧めます。 

 

6. 講師 

■ 小学生スクール ／  ■中学生・高校生スクール 

一般社団法人関東ゴルフ連盟 ジュニア育成委員会 普及部会委員 

 

7. ネット申込期間  

■ 小学生・中学生・高校生  共通 

2023年2月1日（水）正午 ～ 2月27日（月）17：00まで  KGAホームページで受け付ける。 
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8. ネット申込方法  

① KGA ホームページの「ジュニア」ページから申し込む。各会場とも先着順とする。 

本人または親権者が申し込むこと。申し込みには ID「JGA ジュニア会員番号」とパスワード「生年月

日（西暦）」が必要なので、予め確認しておくこと。 

 

② 2023 年 4 月 2 日以降の学校名と新学年で申し込むこと。学校名が決定していない場合は、学校名を

「未定」と記入し、学年は「新学年」を記入すること。締切日までに確定すれば、申し込み画面にて訂

正すること。先着順は変わらない。※入力内容は郵送する封筒や組み合わせ表に反映されるので、申し

込み期間中に住所や学校名などが変更した場合は、申し込み画面から訂正すること。 

 

③ 申し込む際に「ラウンド経験」を必ず入力し、レベル変更ボタンをクリックすること。 

初期設定の初級からレベルが変更され、下記にある希望スクールへ申し込みが出来るようになる。 

  

 「レベル変更」ボタン 

 をクリックすると 

 レベルが変更される 

  

 

 

④ KGA ホームページでの申し込みが完了すると同時に、登録されたメールアドレスへ、申込内容のメー

ルが自動送信される。 

1） メール受信の際、受信拒否設定をしている場合は、 

・受信する指定ドメインに「kga.gr.jp」を追加する。 

・受信する指定アドレスに「j_school@kga.gr.jp」を追加する。 

2） 迷惑メールフォルダに配信される場合があるので注意すること。 

 

⑤ KGA ホームページでの申し込みが完了すると同時に、KGA ホームページの「ジュニア」ページの KGA

ジュニア・ゴルフスクールにある「申込者一覧」に参加者の氏名が自動掲載されるので必ず確認すること。

氏名が掲載されない場合は、申し込みが完了していないので、再度確認して申し込むこと。 

 

⑥ キャンセル待ちについて（参加料が振り込まれているジュニアが対象） 

1） 申込締切日までにキャンセルが出た場合は、キャンセル待ちの順番で繰り上がり参加となる。 

2） 申込締切後に「キャンセル待ち」となっている者は「申込者一覧」にある表示が「定員オーバー」

となるが、申込締切後に定員枠を増やす場合がある。その場合は「定員オーバー」の者の中からキ

ャンセル待ちの順番に繰り上がり参加となる。 

3） 参加料の未入金者は申し込みが取り消しとなる。取り消し者が出た場合は、参加料振込期限日後に

「定員オーバー」の者の中からキャンセル待ちの順番に繰り上がり参加となる。 

4） 参加者の最終決定については下記 10.を参照のこと。 
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9. 参加料振込先（参加料の振り込みで参加が確定する） 

参加料振込期限までに下記口座へ、参加するジュニア氏名で振り込むこと。 

  三井住友銀行(0009) 銀座支店（026） 普通預金 Ｎｏ．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） 

① 参加料振込期限：3 月 1 日（水）  期限までに、入金が確認できない場合は参加できない。 

 

② 申込締切（2 月 27 日（月）17：00）以降に参加を取り消し（欠場）した場合、参加料は返金しない。 

参加申込を変更または取り止める場合も KGA ホームページで申請すること。 

1） 変更する場合は申込んだ会場のチェックをはずし、あらためて希望会場にチェックを入れる。 

2） 取り止める場合は申込んだ会場のチェックをはずす。 

その後、下にある「上記内容に同意して申し込む」ボタンをクリックし画面の指示に従うこと。 

申込みの変更や取り止めの確認メールを必ず確認すること。 

 

③ キャンセル待ち(定員オーバー)の者も、参加料振込期限までに指定口座へ入金しておくこと。 

1） キャンセル待ち(定員オーバー)の結果、参加できなかった場合、参加料は返金する。 

2） キャンセル待ち(定員オーバー)の結果、繰り上がり参加になった場合、その後欠場した場合でも参

加料は返金しない。 

 

④ 振込手数料は差し引かないこと。 

 

⑤ 参加するジュニア氏名で振り込みが出来ない場合は、一般社団法人関東ゴルフ連盟まで連絡すること。 

 

10. 参加者の決定 

最終的な参加者の決定は3月3日（金）にKGAホームページの「ジュニア」ページのKGAジュニア・ゴルフ

スクールにある「申込者一覧」にて発表予定。 

① 参加者へは開催日の 10 日前に、詳細についてのお知らせと「注意事項」が郵送される。 

送られた封筒が「参加証」となるのでスクール当日に持参すること。 

 

② 同封の新型コロナウイルス感染症対策「問診票」に記入して、当日受付に提出すること。 

 

③ 「組み合わせ表」はスクール当日、受付にて配布する。 

 

11. 当日のスケジュール（予定） 

7：00～ 受付開始 

 各自自身のスタート時間にあわせて（遅くとも自己のスタート30分前までに）受付を 

済ませること。 

8：00～ 研修ラウンド開始 中級者・上級者  

  9ホール終了後の待ち時間は設けず、18ホールスループレーとします。 

   初級者 練習場でのレッスン後、数ホールまたは9ホールをプレーする。 

   ※軽食を持参し、ハーフで食事をとる。（注意事項に記載） 

14：00～ 班ごとに担当運営委員が講評をして順次解散 
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12. 新型コロナウイルス対策 

① 発熱（37.5 度以上または平熱より 1 度高い）、咳、のどの痛み、だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼 

  吸困難）、嗅覚や味覚に異常を感じるなどの症状がある場合は参加をお断りいたします。 

 

② クラブハウスへの入場は受付のみとし、受付時はマスク着用および手指消毒を行い、検温、問診票を提 

  出してください。 

  また、ソーシャルディスタンスを保つことを心掛け、不要な会話はなるべく控えること。感染拡大防止 

のために主催者が決めたその他の措置を順守し、指示に従うこと。 

 

③ 親権者のクラブハウス入場は禁止とします。 

 

④ 参加後に新型コロナウイルス感染が判明した場合は必ず一般社団法人関東ゴルフ連盟に報告すること。 

その他の対策については、参加者へ配布する「新型コロナウイルス感染症ガイドライン」および「参加者注

意事項」に詳細を記載しているので、配布物を熟読し感染対策に賛同した上で参加すること。 

 

 

 

 

 

 

【個人情報に関する同意内容】 

参加希望者および親権者は、参加申込みに際し、一般社団法人関東ゴルフ連盟が取得する参加申込者の個人情報

を次の目的の範囲内で他に提供(公表)することについて、予め同意することを要する。 

(1) 一般社団法人関東ゴルフ連盟が主催する競技およびゴルフスクール・小学生大会の参加資格の審査。 

(2) 競技の開催およ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(組み合わせ表など)の発送、

2.競技の開催に際し、競技関係者(報道関係者を含む)に対する参加者の氏名、生年月日、学校名、所属(所属

倶楽部)、その他選手紹介情報ならびに競技結果の公表を含む。 

(3) 参加申込に際し、一般社団法人関東ゴルフ連盟が取得する参加申込者の個人情報と、その競技における結果

の記録の保存、ならびに競技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。 

 

【肖像権に関する同意内容】 

参加希望者およびその親権者は、参加申込に際し、主催競技およびゴルフスクール・小学生大会(競技会場におけ

る競技に伴う前後の行事などを含む)に関して、その中継・再映・報道･広報のため、あるいは一般社団法人関東

ゴルフ連盟の目的に反しない範囲で利用するために、写真・テレビ・その他の各種記録媒体による収録物、複製

物あるいは編集物(適正範囲の編集に限る)にかかる競技者の肖像権(収録物などにかかる競技者の氏名・肖像を展

示・通信・放送・上映により一般に公開し、あるいは貸与し、頒布するなどして他に提供する権利)を一般社団法

人関東ゴルフ連盟に譲渡することを、予め承諾することを要する。 
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 会 場 案 内  

【開催日順】 

  

• 相模カンツリー倶楽部 

〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西 7-1-1 TEL：046-274-3130 

交通案内： 東名高速道 横浜町田 IC より約 5ｋｍ 

  小田急江ノ島線、東急田園都市線 中央林間駅より徒歩で約 10 分、車で約 2 分 

 

• 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース 

〒265-0041 千葉市若葉区富田町 1140 TEL：043-228-2221 

交通案内：千葉東金道 高田 IC より約 9ｋｍ 

  JR 外房線 鎌取駅より車で約 20 分 

 

• 鷹之台カンツリー倶楽部 

〒262-0001 千葉県千葉市花見川区横戸町 1501 TEL：047-484-3151 

交通案内： 東関道 千葉北 IC より約 5ｋｍ 

 京成電鉄 京成大和田駅より徒歩で約 7 分 

 

※ 所要時間は時間帯や交通状況によって異なる場合があります。 

※ 詳細は一般社団法人関東ゴルフ連盟より郵送する書類を必ず確認してください。 


