
  2022年8月5日(金)から8月10日(水)の6日間開催されます、

2022年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会に於いて、スコアラーボランティアスタッフを募集いたします。

 つきましては、これからのゴルフ界を担う高校生・中学生ゴルファーの熱き戦いと大会成功に向けて

ご支援を賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。是非お仲間の皆様もお誘いいただきご参加下さい。

 皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

　≪大会名称≫ ≪募集期間≫　　　

2022年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 2022年7月20日(水)締切

2022年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 ※エントリー状況により変更する可能性がございます。

　≪主　催≫ ≪募集業務≫　　　

一般社団法人 ■スコアラー 兼 乗用カート操作

日本高等学校・中学校ゴルフ連盟 ※募集定員を超えた場合は申込日数・ご経験を考慮させて頂きます。

※スコアラー業務中の乗用カート乗車は可能です。（高校生選手は乗車不可）

　≪開催場所≫

　≪開催場所≫■全国高等学校ゴルフ選手権大会 ≪参加応募条件≫　　　

会場：サンヒルズカントリークラブ 1 開催ゴルフ場まで、自家用車で来場できる方

　　　　(栃木県宇都宮市)

WESTコース：高校男子 2 普通自動車免許を有し、

EASTコース：高校女子 電磁誘導乗用カートの運転操作が可能な方

■全国中学校ゴルフ選手権大会 3 速報スコア入力に際し、スマートフォンをお持ちの方で、

会場：ピートダイゴルフクラブVIPコース ご自身のスマートフォンにアプリのダウンロードと

　　　　(栃木県日光市) 使用許諾をいただける方

　≪大会開催日程≫ ≪応募方法≫　

8月6日(土）団体の部 第1日 1 FAXで応募～　裏面が申し込み用紙になっております。

8月7日(日）団体の部 最終日 2 WEBサイトから応募

8月9日(火）個人の部 第1日 https://volunteers.golfjob.jp/

8月10日(水)  個人の部 最終日 右のQRコードからも簡単にアクセスいただけます　👉

≪案内発送≫　　

7月下旬に業務決定通知を送付させていただく予定です。

　　　担当：鷹巣（タカス）

　〒103－0014

　　東京都中央区日本橋蛎殻町1-6-3　VORT茅場町I　３F

　　FAX　０３－５６４３－１０３３

　　Mail ： volunteer@sports-industry.jp

ボランティア事務局（株式会社スポーツインダストリー内）

【大会実施概要】

2022年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会

～　緑の甲子園　～

スコアラー兼乗用カート操作　ボランティアスタッフ募集のお知らせ

【ボランティア募集概要】

お問い合わせ

2022年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会

2022年
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自身のスマートフォンを所有

　１・有　　　　　　　回　　　２・無し

 個人情報の取り扱いについて

 ご記入頂く個人情報は、本大会のボランティア事務局として委託を受けた㈱スポーツインダストリーが厳重に管理し、保管するものと致します。
 皆様からお預かりする個人情報は、本トーナメントのボランティア運営、ボランティア案内、ボランティア管理、大会パンフレットなどの掲載及び事務局が係るその他ゴルフイベントに関する連絡を目的に
 利用するもので、目的用途以外での使用や第三者に使用させたりする事は一切ありません。
 また、ボランティア参加者の写真及び映像については、ウェブサイト及びSNSやボランティア募集媒体及び雑誌への掲載、関係者への配布、 TV番組での放映に利用させていただく場合があります。
 (ご都合の悪い方は予めお申込用紙の通信欄に記載願います。)
 頂きました個人情報の開示・訂正・追加・削除、並びに利用・第三者への提供の停止については、以下の窓口までお申し出ください。
 上記事項にご同意の上お申し込みください。(必要な記載事項がない場合は本大会に参加できなくなる場合があります。)
 本件に関するお問い合わせは下記までご連絡下さい。

 事務局：㈱スポーツインダストリー Mail: volunteer@sports-industry.jp 個人情報の取り扱いに同意します
Fax: 03-5643-1033

この情報を知ったきっかけ
　1・SIボランティアーズ　　2・自治体（自治体名：　　　　　　　　　）　3・友人紹介　　4・コースメンバー　

　5・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他

健康状態
ボランティア　　

経験
※不安のある方は内容をご記入ください（　　           　　　　　　　 　　　　） ※過去経験した業務(　       　　　　　　　　）

8月8日（月）

8月9日（火）

     3・その他　

（　　　　　　　　　　　）

個人の部：公式練習日

個人の部：第１日

１・良好　　　　　２・やや不安　　　　　３・不安　

中学　・　高校

中学　・　高校 個人の部：最終日8月10日（水）

募集なし

8月5日（金）

8月6日（土）

8月7日（日）

     1・自家用車

     2・自動二輪車

開会式

団体の部：公式練習日

団体の部：第１日

団体の部：最終日

募集なし

募集なし

中学　・　高校

中学　・　高校

ご本人　ご連絡先

フリガナ 生年月日

お名前

　年　 　　      月  　　　　日

（満　 　　　　歳）

性別

応募日

緊急連絡先（ご本人様以外）

男性   ・   女性

希望業務日

※該当するものに○をして下さい

ボランティア申込書　　FAX：０３－５６４３－１０３３　下記フォームをご記入の上FAX送信をお願い致します

新型コロナウイルス感染予防対策 ならびに

個人所有スマートフォン使用許諾の同意について

　今大会では新型コロナウイルス感染予防対策に十分対応し大会運営に臨んでまいります。

　つきましては別紙「ボランティア参加誓約」　および　「個人所有スマートフォン使用許諾」に

　同意いただける方のみ下記項目を記入の上、お申込み下さい。

2022年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会　　ボランティア業務内容

8/4(木) 8/5(金) 8/6(土) 8/7(日) 8/8(月)

業務名
ゴルフ

経験
業務内容開会式 団体の部公式練習日 団体の部：第1日 団体の部：最終日

個人の部：公式練習日

開会式
個人の部：第1日 個人の部：最終日

8/9(火) 8/10(水)

業務予定時間 業務予定時間業務予定時間業務予定時間業務予定時間業務予定時間 業務予定時間

6:30~16:30 6:30~16:30 6:30~16:30

※男子・女子のご希望をいただきましても、ご希望に沿えない場合がございますことをご了承下さい。

6:30~16:30
各組に随行し、乗用カートの操作と選手にス

コアを確認し、スコア入力をする業務
必要スコアラー兼乗

用カート操作

①

通信欄

しています ・ していません

〒　　　　　　ー

固定電話 携帯電話

FAX　 メールアドレス

フリガナ
連絡先電話番号

（携帯電話等）お名前

　　👇　業務希望日の希望会場に「○」印を記入ください

来場手段記入欄 スマートフォン所有確認

ご住所

スコアラー兼乗用カート操作

8月4日（木）



1

2

3

6

ダウンロードし使用すること。

普通自動車運転免許証を有しており、

業務中の乗用カート操作には十分注意し、選手へのアドバイスおよび過度な接触は行わないこと。

※アドバイスとみなされた場合は、選手にペナルティが課せられる場合があります。

業務中、プレー進行に於いての補助以外でキャディ業務は行わないこと。

※本大会は、セルフプレーにてキャディの帯同を認めておりません 。

9

10

と。

　本大会では新型コロナウイルス感染予防対策に十分対応して大会運営に臨んでまいります。

　安全な活動の為、下記内容をご確認ください。

　本書内容にご同意頂ける方のみ、別紙お申込書に必要事項をご記入の上、

　お申し込み頂きます様よろしくお願い致します。

　※本書内容にご同意頂けない方は、

　参加キャンセルや参加当日でもお断り頂く場合がございますので予めご了承ください。

　業務決定案内の発送時に、問診票・検温記入表を同封させて頂きます。

　お手数をお掛け致しますが、大会参加初日に記入してご提出ください。

　ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

万が一、感染が確認された場合、調査機関への情報開示、事務局へご連絡すること。

開催方式の変更や健康状態等により、ボランティアの参加をお断りする場合や、

業務内容が変更される場合があること。

心身ともに健康であり、大会期間中も自己責任の下、体調に留意し、健康管理をすること。

2022年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会　ボランティア事務局

2022年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会

ボランティア参加誓約　および　個人所有スマートフォン使用許諾書

下記内容を確認の上、同意します。

スコアラー業務に於いて、個人所有のスマートフォンに専用アプリケーションを
8

コロナウイルス感染対策、熱中症、打球事故、カート事故、落雷等の危険を十分に理解し、主催

者、運営スタッフその他関係者の指示を遵守するとともに、自ら安全確保に最善の注意を図るこ

ご自身または親族の方で大会の直近１ヶ月海外への渡航歴がある場合、参加を辞退すること。

 2週間以内に同居家族が新型コロナウィルス検査にて陽性と診断された方がいた場合、

参加を辞退すること。

マスクを持参し、来場時・業務中・退場時常にマスクを着用すること。

7

5

4

新型コロナウイルス感染リスクがあることを承諾した上で参加すること、

また感染リスクを含むあらゆるリスク、損失においてご自身による自己責任であること。



Q １日だけの応募も可能ですか？

A もちろん可能です。

Q 高校・中学、男子・女子の希望は可能ですか？

A 可能ですが、ご希望に添えない場合もございます。

Q 食事や支給物はどうなっていますか。

A 業務確定通知にてご案内いたします。（お弁当を予定）

ウェア・キャップにつきましては現在検討中でございます。

Q スタート時間帯の希望があります。

A ご希望の時間帯を記載ください。ご希望に沿えな場合があることをご了承ください。

Q 乗り合いでいくので、仲間と時間帯をあわせて欲しいのですが。

A 同乗される方のお名前を応募時に記載ください

Q スマートフォンを持っていないのですが。

A 貸し出し用のスマートフォンをご用意する予定ですので、まずはご応募ください

Q PCR・抗原検査などの受検の必要はありますか？

A 現状予定はございません。１週間前からの行動記録・検温実績はご提出いただく予定です。

Q 自分のスマートフォンを使用するとは、どういうことですか？

A ご自身のスマートフォンでQRコードを読取り、専用画面からホール毎の選手スコアを入力していただきます。

スコア入力はホール毎で選手に確認していただいて構いません。

Q スコアラーをしながらカート操作もするのですか？

A はい。電磁誘導乗用カートのボタン操作もお願いいたします。※安全管理のため、リモコン操作はできません。

なお、選手の乗車は委員会で指定する箇所以外乗車不可です。

Q 運転免許証を持っていないのですが、業務できますか？

A 現状、開催コースの規定により乗用カート操作は運転免許証をお持ちの方のみとなっております。

Q 入力操作の方法がわからないのですが。

A 当日に、速報担当者がスタート前にご説明しますのでご安心ください。（数字だけの簡単な入力です）

Q iPadなどのタブレットでもよいですか？

A LTE等の電波回線があるタブレットはご使用いただけますが、機種によっては対応していない場合があります。

なお、モバイルルーターの貸し出しは行いませんので、WiFiのみの機種はご使用いただけません。

Q 業務中、カートに乗車することは可能ですか？

A もちろん可能です。乗車していただきながら、ボタン操作にて電磁誘導乗用カートの操作をお願いいたします。

※カート運転（自走）する箇所は限定しています。業務決定通知にてお知らせします。

Q クラブバスの運行はありますか。

A 運行はしておりません。自家用車にて直接開催コースにお越しいただけることが条件となります。

Q スコア速報はどこで見れるのですか？

A 日本高等学校・中学校ゴルフ連盟の公式ホームページから確認できます。

Q 孫・親戚が出場するので、その組にしてほしい。

A 競技としての公平性を保つため、ご希望はお受けできません。

Q クラブを選手に渡したり、バンカーを均したりしても良いのですか？

緑の甲子園　問い合わせQ&A



A 本大会はセルフプレーとしております。競技進行が遅延している中で補助をいただくことは可能ですが、

通常時は選手本人に行わせてください。


