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令和4年8月吉日 

 

出場選手 各位 

ＴＯＭＡＳ ＣＵＰ 2022 

フジサンケイジュニアゴルフ選手権大会事務局 

電話番号：03-3275-8851 

【平日10：00～17：00】 

 

ＴＯＭＡＳ  ＣＵＰ  2022 

フジサンケイジュニアゴルフ選手権  

【小学生の部】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。なお、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22日（月）＝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 講演会 （ゲスト：プロゴルファー 水巻善典 氏 ） 

 

・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・セルフ別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 ラウンド
8月22日（月） 【指定練習日】
8月23日（火） 【大会日】

-
備考

¥12,400
キャディー付きセルフ

- ¥12,400
いずれも乗用カート付き

 

【通常営業日の練習ラウンドゴルフプレー費】 

選手 同伴者 選手 同伴者
セルフデー（月） 【練習ラウンド】 ¥7,650 ¥10,400 - -

平　日 【練習ラウンド】 ¥7,650 ¥10,400 ¥10,350 ¥13,100
土　日　祝 【練習ラウンド】 ¥12,150 ¥15,900 ¥14,850 ¥18,600

セルフ
備考曜日 ラウンド

キャディー付き

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・講演会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。 

なお、やむを得ない理由で選手登録会を欠席される方は事前に大会事務局に連絡し、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23日（火）＝大会日 

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） 

13：00  閉会式（クラブハウス内にて） 

 

【大会期間中の注意事項】 

時間 場所 個数/価格

 8月22日（月）
　【指定練習日】

選手登録会受付時
①6：00～各スタート時間
②各ホールアウト後～
16：30まで

・ロッジ側練習場（併設）
・練習グリーン

朝1人・1箱（25球）＝
\220   夕方＝練習
グリーンのみ

有り

8月24日（水）
【大会日】

①6：00～各スタート時間
②各ホールアウト後～
最終組ホールアウトまで

・ＮＥＷコース側練習場
・練習グリーン

朝1人・1箱（24球）
夕方1箱（25球）＝
￥220

スループレー
（軽食有り）

日付・ラウンド ペアリング配布

練習場

昼食時間

 

 ※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。） 

・距離計測機は使用可能です。ゴルフ規則に則り使用するようにしてください。 

・注意事項を把握しスムーズなプレーを心掛けてください。 

・ルールブック、目土袋は必ず持参下さい。 

・帽子を着用して下さい（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。またプレー中に気分が悪くなった場合は、遠慮せずにキャディ 

ーに報告し、無理をしないでください（同封リーフレット参照）。 

・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ＩＮ11番ホールに設定します。 

・表彰対象者（優勝～３位タイ、ホールインワン賞、イーグル賞、ベストスコア賞）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。 

・服装は半ズボン・サングラスの着用を可としますが、基本的なマナーは守るようにして下さい。 

・傘などゴルフ場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。 

・大会期間中、ゴルフバッグを持ち帰らない場合は、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・落とし物（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とり下さい。 

・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。なお、使用ロッカーは大会 

期間中共通となります。 
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  ・本大会では、大会の様子を動画撮影し、終了後にサンスポYouTubeチャンネルにて公開する予定

です。ご了承ください。 

  ・大会期間中はクラブハウス内の浴場は使用することができません。ご利用の方は隣接されている

ロッジの浴場をご利用ください。 

 

 ◎大会事務局連絡先 電話：080-8544-6693 ＜8月 22日（月）9：00～8月 24日（水）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 

  https://www.sanspo-jigyo.com/golf 

 

＊送迎バス予約のご案内＊ 

大会期間中は、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 22 日（月） 

【指定練習日】 

第 1 便 8:00 発       

（定期便）  

講演会終了後、15 分後を目安

に出発 
予約電話番号             

＜0439-29-2444＞         

【所要時間 45 分】 
8 月 23 日（火） 

【大会日】 

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 第 2 便 8:00 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ください。（℡：0439-29-2444） 

（参加申込時に送迎バスを希望するとご回答いただいた方は、既に予約されています） 

※予定を変更する場合は、必ずコースにご連絡下さい。

https://www.sanspo-jigyo.com/golf
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【新型コロナウイルス対策について】 

新型コロナウイルス感染防止対策のため、本大会では、ゴルフ関連 5団体で定めるガイドラインに

基づき、以下の対策を行っております。ご確認いただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 

マスクの着用  

会場内ではマスクの常時着用にご協力ください。 

咳エチケット  

咳エチケットにご協力ください。 

手洗い消毒  

こまめな手洗い・手指消毒にご協力ください。 

密集、密接、密閉回避  

屋外でも、密集・密接には要注意。密集を避け、周りの人との距離を保ちましょう。 

体温 37.5℃以上入場不可  

入場時の検温にご協力ください。37.5℃以上の発熱がある方はご入場いただけません。 

大声を出さない  

大声を出さないようにご協力をお願いします。 

 

会場内では係員の指示に従ってください。ルールを守らない場合、退場していただく場合があります。

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

1.大会主催者が定める以下の事項に該当する方は、入場をお断りさせていただくことがあります。 

① 過去 1週間以内又は、当日の検温にて、体温 37.5℃以上発熱のある方 

② 強い倦怠感、風邪の症状（咳、咽頭痛、息苦しさ等）、味覚・嗅覚異常などの異変がある場合を

含む、体調不良のある方 

③ ご本人又は同居のご家族で、PCR検査陽性歴があり、下記の項目に該当する方 

・ 有症状者では、発症日から 10日未満、かつ症状軽快後 72時間以内の方 

・ 症状軽快後 24 時間経過から 24 時間以上の間隔をあけ、2 回の PCR 検査で陰性を確認できて

いない方 

・ 無症状病原体保持者では、陰性確認から 10時間未満の方 

・ 検体採取日から 6日間経過後 24時間以上の間隔をあけ、2回の PCR検査を確認出来ていない

方 

④ ご本人又は、同居のご家族が濃厚接触者として自宅待機中の方 

⑤ 同居のご家族に、①の症状がある方 

⑥ 海外から帰国（日本に入国）してから、14日未満の方 

⑦ クラブハウス内でマスク非着用の方  

 

2. 受付の際に抗体検査キットの結果及び問診票の提出、検温、手指消毒を行っていただきます。 

① 抗体検査キット 

本大会では選手をはじめ関係者の安心・安全を守るために抗体検査キットの検査を無料で導入し

ます。 

〈製品名〉Rapitesシリーズ 

〈対象者〉選手や同伴者（保護者）など全来場者 

〈受け渡し〉前日の練習ラウンドをご予約している方は講演会前にお渡しいたします。 

練習ラウンドの予約をされていない方は当日朝にコロナ対策受付にてお渡ししま
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す。 

  〈検査のタイミング〉前日の夜もしくは当日朝 

〈提出方法〉検査結果は 20分以内にスマートフォンなどで撮影して当日受付にて掲示してくだ 

さい 

 

 

② 問診票 ※前日の 18時から公開されます 

以下の QRコードもしくは URL先から提出をお願いします。 

 
23日→ https://forms.gle/q9FrNHm8y6fgAYhYA 

必ず大会日（23日）の受付前にお送りください。 

 

③ 検温、消毒 

 

3. 以下にご協力いただけない場合は、入場、受付をお断りさせていただく場合がございます。 

① 入場、受付時の検温、消毒液による手指消毒 

② マスクの常時着用にご協力できない方 

選手→クラブハウス内（屋内）のみ着用 

同伴者→常時着用 

③ 抗体検査キットの検査結果及び問診票を提示しない方（問診票は選手のみ） 

 

4.受付の抗体検査及び問診票の提出、検温等により時間がかかる場合があります。時間に余裕をもっ

てお越し下さい。 

 

5.体調がすぐれない場合 

発熱等の症状を感じたら、日ごろ通院している医療機関か、お住まいの近くにある医療機関に電話で

相談をしてください。 

●千葉県発熱相談コールセンター 電話番号 0570-200-139  

※24時間休日（土曜・日曜・祝日含む）対応 

 

以上 

 

https://forms.gle/q9FrNHm8y6fgAYhYA

