
「２０２２報知ジュニアゴルフ中高生大会」開催のお知らせ 

～目指せ！全国ゴルフマッチプレー選手権への道～ 

開催のお知らせ 

 

「２０２２報知ジュニアゴルフ中高生大会」を８月１２日（金）に東京よみうりカントリーク

ラブ（東京・稲城市）で開催いたします。 

今大会も昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策として参加される選手皆様の安全・

健康を第一に考え、大会に即した予防策（別紙）を講じてまいります。来場者の皆様にもご協力

いただくことが多々ございますが、何卒ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

今大会の各部門成績上位者には特典として、12 月に日本高等学校・中学校ゴルフ連盟様が主催

する「ISPS ハンダ全国中学校・高等学校選抜ゴルフマッチプレー選手権大会」出場２枠を懸け

た「決定戦（主催：報知新聞社 共催：日本高等学校・中学校ゴルフ連盟）」の出場権を付与しま

す。※決定戦は１１月、滋賀県・蒲生 GC で開催予定。詳細は大会後にお知らせします。 

また大変ご好評をいただいております、毎年１０月に豪州で開催される「JNJG インターナショ

ナル・ジュニアクラシック」への選手の派遣はコロナウイルス感染症の感染状況、渡航制限など

を見極めつつ大会主催者との協議により派遣の可否を決定いたします。 

なお、今後大会開催時期に感染拡大状況が悪化する場合などの事由により、大会を中止とさせ

ていただく場合がございます。中止の判断をした場合、参加費全額をご返金いたします。何卒、

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

                                   

２０２２報知ジュニアゴルフ中高生大会 

～目指せ！全国ゴルフマッチプレー選手権への道～ 

＜ 実施要項 ＞ 

主   催  報知新聞社 

後   援  関東高等学校・中学校ゴルフ連盟 

協   賛  写光レンタル販売株式会社 住友ゴム工業（ダンロップ） 

協   力  東京よみうりカントリークラブ 

開 催 日  2022 年８月 12 日（金）  

※指定練習日 8 月８日（月）、９日（火）、１０日（水）   

（予約申込みは直接、東京よみうり CC へお問い合わせください） 

会   場  東京よみうりカントリークラブ 

         〒206-0822 東京都稲城市坂浜 685  ℡ ０４４－９６６－８８００  

競 技 方 法  １８ホール・ストロークプレー （※高麗グリーン使用） 

         ＊同スコアの場合、18 番からのカウントバックにより順位を決定する。 

参 加 資 格  中学、高校在籍の男女でラウンド経験者。 

参 加 人 数  先着１２０人（予定） 

       ※定員を超えた場合は「キャンセル待ち」となる旨、ご了承下さい。  

       ※キャンセル待ちの方につきましては、欠場などにより繰り上げ（参加）が可能にな

った時点で、大会事務局より連絡させていただきます。 

表 彰  *中学生男子の部（青 TEE）１位～３位 *中学生女子の部（白 TEE）1 位～3 位 

*高校生男子の部（青 TEE）１位～３位 *高校生女子の部（白 TEE）1 位～3 位 

 

特 典   参加賞として出場者全員に「住友ゴム工業」からボール（スリクソン）１スリーブを

提供 

各部門の上位者 4 名に「 ISPS ハンダ全国中学校・高等学校選抜ゴルフマ

ッチプレー選手権大会」出場決定戦への出場権を付与 

各部門の上位者 4 名に豪州開催（10 月）の「JNJG インターナショナル・ジュニア

クラシック」への出場権を付与 

競 技 規 則  日本ゴルフ協会規則及び、大会で定めた競技特別規則を適用します。 



 

 

申込み方法  下記①、②のいずれかからお申し込みください。 

※申込み締め切り：８月３日（水） 

 

①WEB サイト「ゴルフ報知」からエントリーしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

「ゴルフ報知」で検索→「2022 報知ジュニアゴルフ中高生大会」→「大会要項」へ 

 

 ②FAX からエントリー 

  申込み書にご記入のうえ、下記 FAX 番号まで送信してください。 

       FAX：０３－６２８４－１０６９ 

 

 

参 加 費  １３,５００円（但し大会開催日までに満１８歳に達している選手は免税対象外のため

別途１２００円をゴルフ場でお支払いいただきます） 

       （参加費に含まれるもの） 本戦のプレー代（消費税、諸経費、ロッカー代など）、ス

タート前の練習ボール１箱（２４球）、保険料 

       ※練習日のプレー代、飲食代、ショップでのお買い物代金はコースで各自精算。  

 

＊「エントリー確認の通知」は申込み時にご入力・ご記入頂いたメールアドレスにご返信させていた 

だきます。「迷惑メールフォルダ」に振り分けられる可能性もございますので、注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合せ・成績    組合せは８月８日（月）正午に WEB サイト「ゴルフ報知」で発表します。 

また、成績も同サイトから即日公開いたします。（「ゴルフ報知」と検索） 

 

          「ゴルフ報知」検索 → 「2022 報知ジュニアゴルフ中高生大会」をクリック 

 

【キャンセルについて】 

＊８月８日（月）正午以降（組合せ発表後）にキャンセルされる場合、参加費のご返金はいたしま

せん。 

＊エントリー後、キャンセルされる方は必ず「電話」で大会事務局（☎080-2565-2497 平日：10:00

～18:00）までご連絡ください。 

 

 

 

【ゴルフ報知 QRコード】 【ゴルフ報知 URL】 

https://golf.hochi.co.jp/ 

注：迷惑メール設定をされている方は下記アドレスを「メール指定受信」に登録し

ていただきますようお願いいたします。（特に携帯キャリアのドメインアドレスでご

登録をされた方・・@docomo @ezweb @softbank など） 

 

送信元アドレス → golf@hochi.co.jp（送信元名：報知新聞社ゴルフ案内） 

 

https://golf.hochi.co.jp/
mailto:golf@hochi.co.jp


 

出場選手各位 

 

１． ゴルフ場利用税免除申請のため、必ず年齢を証明できるもの（保険証など）のコピーをご持

参ください。（※大会開催日までに満１８歳に達している選手は免税対象外となります） 

 

２． 練習ラウンドにつきましては、下記の通り、保護者も特別料金で選手と一緒にプレーできま

す。（乗用カートを使用） 

＊ 選手料金  ：１１，７７０円（乗用カート使用料、消費税、プレー代、キャディフィ、ロッ 

カー代含む） 

＊ 保護者料金：２１，３４０円（乗用カート使用料、消費税、プレー代、キャディフィ、ロッ

カー代を含み、ゴルフ場利用税は別途） 

※練習ラウンド実施日に満１８歳に達している選手は免税対象外となるため、別途１２００円を 

ゴルフ場へお支払いいただきます。 

※予約は、直接ゴルフ場へお問い合わせ下さい。 

※練習日はキャディがつきます。 

※練習日の組み合わせはご希望に添えない場合があります。選手同伴者（保護者）が一緒にプレー

され、３バッグ以下の場合は追加料金が発生します。（選手のみのプレーで 3 バッグ以下の場合、

追加課金はございません） 

東京よみうりカントリークラブ ：TEL ０４４－９６６－８８００ 

 

３. 大会当日は徒歩でのセルフプレーとなります。手引きカートの使用は可（各自持参）。または

キャディバッグを担いでのプレーになります。※本戦にキャディはつきません。 

  

4.  大会期間中の参加者の肖像権は主催者に帰属し、報道や大会PR等で使用することがあります。

また、参加者の個人情報は大会に関するご連絡や、弊社関連イベントや出版・販売物等の資料

送付に利用することがあります。 

 

5.  大会当日のクラブハウス開場時間は AM6:30、受付・練習場のオープン時間は AM6:40～（予

定）となります。 

 

6.  クラブバスは通常通り運行します。詳細は東京よみうり CC ホームページでご確認ください。 

 

宿泊について： ゴルフ場周辺には下記のホテルがございます。 

※ 各自でお問い合わせ、ご予約下さい。 

・ホテルモリノ新百合ヶ丘 ☎044-953-5111（コースまで車で１５分） 

・東横 INN 府中南武線南多摩駅前 ☎042-379-1045（コースまで車で１５分） 

 

お問い合わせ：報知ジュニアゴルフ中高生大会事務局（報知新聞社事業部内） 

☎080-2565-2497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス（COVID-19）感染防止対応策 

【大会参加の条件】 

＊以下の事項を遵守していただける方のみご出場ください。 

１. クラブハウス内はマスクの着用をお願いします。 

２．来場時に検温をしていただきます。（非接触型体温計） 

      37.5 度以上の方はご出場をお断りいたします。（その際参加費は全額ご返金いたします） 

３．受付前に手指消毒をお願いいたします。 

４．受付時に自己申告シートにチェックをお願いいたします。（ゴルフ場のポリシー） 

     チェックする内容は、以下のとおりになります。 

      ①37.5 度以上の発熱や風邪・咳の症状はない。 

      ②新型コロナウイルスに感染したと思われる症状（味覚・嗅覚異常等）はない。 

      ③政府が指定する海外からの帰国者・入国者の待機期間中ではない。 

      ④新型コロナウイルス感染症の陽性とされた方と濃厚接触がない。 

      ⑤同居家族や身近に感染が疑われる人はいない。 

   ⑥ゴルフ場が定めた感染防止策に協力する。 

    ＊自己申告いただけない方、チェック項目に一つでも該当する方は、大会への参加をご辞退し  

ていただきます。 

５．受付時、ロッカーキー返却時は、十分に前後の間隔をあけて、お並び願います。 

６．マスクは各自ご持参いただき着用をお願いいたします。（選手、保護者または関係者） 

  クラブハウス入場時にマスクを着用されていない場合、ご入場をお断りさせていただきます。 

 

【浴室・ロッカー・服装について】 

１．浴室は通常通りご利用いただけます。 

  密集、密閉、密接を避けるため、利用人数を制限させていただきます。 

     また固形石鹸、カミソリは衛生上撤去させていただきます。 

２. ロッカーはご利用いただけます。感染予防の観点から長時間の滞在、会話は極力しないよう

にご協力ください。 

３. ゴルフシューズでの来場はお断りします。シューズはロッカーで履き替えてください。（＊ジ

ャケットの着用、持参はなくて結構です。詳細は東京よみうり CC ホームページ内ドレスコ

ードをご確認ください） 

 

【ラウンドについて】 

１．コース内においても原則マスクの着用をお願いします。ただし熱中症予防のため、社会的距 

離（２ｍ以上）が確保できている場合はマスクを外していただいても構いません。 

２. 感染防止の観点から乗用カートは使用しません。セルフプレーとなりますので、キャディバ 

ッグは担ぐか手引きカートを持参していただき、同伴競技者となるべく社会的距離を取って 

プレーしていただきます。 

 

【練習場について】 

１. ラウンド後の打撃練習場の使用は禁止しますが、アプローチ・バンカー練習場は自己の球で

練習は可能です。またパッティンググリーンの使用も可能です。 

２. スタート前のパッティンググリーン上は密集、密接が予想されるため、社会的距離（２ｍ） 

の確保が難しい場合はマスクを着用してパッティング練習を行い、なるべく会話をしない 

よう心がけてください。 

 

 

 



【表彰式について】 

  １. 表彰式は各部門の上位３位までの選手のみで行います。 

  ２. 成績は即日 WEB「ゴルフ報知」で公開します。また、大会翌日のスポーツ報知の紙面でも全 

選手の成績を掲載いたします。 

    

【レストランについて】 

１．プレーヤーの熱中症対策として、昼食休憩をお取りいただきますが、食事中は黙食を心がけ 

てください。（各テーブルにアクリル板を設置し飛沫防止と換気をしております） 

 

【クラブバスについて】 

１．通常運行します。  

    発車時刻は東京よみうり CC のホームページをご参照ください。ただし、ゴルフ場から新百

合ヶ丘駅への最終便は当日の組数、競技進行状況により異なる場合がありますので、事前に

フロントでご確認ください。 

   

保護者・選手関係者各位 

 

◇クラブハウス内、コース内への立ち入りは可能です。 

・クラブハウス内、コース内に立ち入る場合、必ず検温、手指消毒をしてください。体温が 37.5 度以

上の場合、入館をお断りします。 

・クラブハウス内、コース内へ立ち入る際は必ずマスクを着用し、会話は極力控えていただきますよ

うお願いします。 

・コース内に立ち入る場合は「カート道内」のみ観戦可能エリアとなります（※あくまでギャラリー

としてのスタンス）。コース内の売店の利用も可。 

※コース内へ立ち入る際は打球事故、転倒には充分気をつけてください。万が一ケガをされた場合は

自己の責任とし、主催者、開催コースにその責任はないものとします。 

※コース内で観戦中にプレーヤーの体調異変（熱中症など）に気付いた場合、大会本部へご連絡くだ

さい。 

 （大会本部TEL：080-2565-2497） 

・クラブハウス内レストランで飲食可能です。但しレストランのメインスペースは選手優先のため、 

保護者専用ルーム（コンペルーム 5、6）で飲食していただきます。精算方法は現金または帯同選 

手のロッカー番号にて精算可能です。 

 

tel:080-2565-2497

