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国民体育大会ゴルフ競技　サポートシステム

スコアドッグトム

SINCE 2009

記録集計業務を中心に「国体ゴルフ競技」の開催自治体の皆様をサポートします。

第64回新潟大会で開発されました。2009年に開発されたWEBアプリケーション
（ブラウザからサーバーのデータを更新）です。

2009年に開発されて以来、毎年（規約の変更・皆様のご意見から）新しい機能が
追加・従来の機能の修正が行われています。

株式会社　平野屋コンピューティング
新潟県新発田市中央町5-3-12



「ScoredogTOM」の出来ること

１）選手エントリーから抽選会のサポート

2）直前講習会

3）監督会議　選手変更締切

4-1）公式練習日

4-2）競技1日目 

4-3）競技2日目

5）リザルトCDの作成

各県競技団体からの参加選手のデータを受け取りシステムに取り込みます。
抽選会で県に対しての抽選番号が決まった時点で組み合わせ表を出力します。

１-2）共同通信社様へのデータ渡し

1日目集計　2日目の準備　共同通信社様へのデータ渡し

2日目集計　式典　共同通信社様へのデータ渡し

記録室 午前ミィーティング（各会場）

記録室 午前ミィーティング（各会場）

記録室 午前ミィーティング（各会場）

選手データアップデート

記録室スタッフ講習会

国体ゴルフ競技では大きく分けて、「抽選会」と「競技会」の2つのイベント
があります。スコアドッグトムでは、下記のように多種の機能を持ち開催自
治体様をサポートいたします。
◯国民体育大会でのサポート（抽選会・競技会）
　記録室スタッフの組織化、賞状、各種帳票、共同通信社様へのデータ提供
◯各種の補助的なレポート
◯JGA様向けの結果のレポート作成

6）各種の補助的なレポート
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スコアドッグトム



取り込んだ選手名を県別に表示
します。各種目の抽選番号を県
ごとに入力することができま
す。総合種目の参加ポイントを
設定できます。
「少年種目」は27ブロックから
の代表＋開催県の28県「成年男
子・女子」は47都道府県からの
参加です。
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データのエントリー・変更
CSVデータの取り込み、変更、出力をします。

県単位で、エントリーされてい
る選手の情報を修正することが
できます。

選手変更は監督会議の開始時点
で締め切りです。
競技開始後もヨミガナ・漢字の
（競技団体での入力）間違いは
本人から指摘されます。
（3大会に2-3回程度）

選手データ
組み合わせデータ
県抽選番号データ
1日目2日目の成績データ

基本情報データ
（競技日、ゴルフ場名など）

CSVデータ書き出し
共同通信社様向け

取り込み、変更

名前、ヨミガナ、生年月日、職業・学校、外字（異字体申請）



組み合わせ表の出力

JGA様から県の抽選番号に従った組み合わせ表が指定されています。
システムに組み込まれていますので抽選番号が決まった瞬間に、各競技3日間
の組合せ表が表示されます。3

乱数表の管理

A) 標準

全種目、3日間の組み合わせ表が出力されます。

抽選会で出力され公認
されます。
公式プログラムの原稿
になります。
早朝の役員会議で使わ
れます。
選手変更後の最新版を人数分前日
に印刷します。

成年男子と女子は、
３日間 各２ページ
少年男子は
３日間 各１ページ
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各種組み合わせ表

B) ヨミガナ入り

C)1日目成績入り

D)1日目成績
　　ヨミガナ入り

用途に応じて組み合わせ表に各種の情報が添付されます。

IN・OUTのスタート場所
で、公式練習日・1日目の読
み上げ表として使われます。
選手名を読み上げる際にヨミ
ガナの間違いが見つかりま
す。
ヨミガナは、式典でも使われ
ます。

記録室業務で2日目のスコア
カードのスコアを記入のた
め、2日目の選手配布向けに
利用されます。

2日目のスコアカードはあら
かじめスタートの順番に並べ
てあるので成績がその順番で
表示されています。

IN・OUTのスタート場所
で、2日目の読み上げ表と
して使われます。

本人の記憶しているスコア
と比較します。
（スコアカードに記載する際の記入ミス
なのか、本人の記憶違いか、システムの
入力ミスかを検出します）



スコア入力
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各選手のスコアを入力します。

INとOUTから同時刻に各3人（合計6人）がスタートします。
ホールアウトも同時になります。

そのために記録室には「1・25」「2・26」「3・27」とスコアが来ます。
「組み番号」指定ブロックの番号をクリックすると各組の選手が表示されます。

「棄権・失格・反則」などの問題で競技から除外される選手に関しては「除外チェック
ボックス」をクリックして、理由を書き込み、スコアに「999」と入力します。
県は団体戦から除外され、該当選手は個人戦から除外されます。

「組み番号」指定ブロック

除外チェックボックス」

入力チェック
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入力スコアチェック
スコアの入力のチェックを行います。

入力を進めると、入力されている「全選手のスコアの合計」が集計されます。
弊社で用意いたします「入力チェック用 表計算」にも並行して入力することで、人為的
な入力ミスを避けることができます。

入力画面下部のボタンをクリックする
と、「スコアの合計」「入力ログ」を
見ることが可能です。



フェールセーフ（１）「入力チェック用 表計算」
スコアの入力のチェック、賞状の印刷（9文字以上の名前の選手）を行います。

「入力チェック用 表計算」

一旦システムに取り込まれたデータを書き出して、弊社の方でエクセルを作ります。これによっ
て、組み番号順に選手が並び、賞状も印刷ができます。

IN-OUTのスコアを入力する
ことでスコアの合計が算出さ
れます。
この入力はTOMとは全くの
別系統なので入力の適正さを
チェック可能です。
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選手名が長い場合や、ネットワーク障害などで、賞状印刷がTOMか
らできない場合、表計算ソフトから印刷できます。

もしものために
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フェールセーフ（2）「手張り計算　一式」
順位計算のチェックを行います。

「手張り計算」と言う昔からのゴ
ルフの順位計算方法があります。

この順位計算方法からの算出と
TOMからの順位算出（全く異な
った系列の算出）が一致すること
で順位の確実さが担保されます。

必要なプリントアウトと手順のト
レーニングを行います。

もしものために



1日目成績の出力　団体戦
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一日目は順位表を出力して、競技委員長にサインをいただきます。

フェールセーフの手張り計算
と読み合わせて一致した後
で、サインを頂いて公式記録
となります。
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1日目成績の出力　個人戦
一日目は順位表を出力して、競技委員長にサインをいただきます。

集約会場（成年男子会場）に
FAXして、県通信員（共同通
信様）に渡します。

共同通信様ではTOMからダウ
ンロードしたデータとチェッ
クして確認後に全国に配信し
ます。
県のホームページにアップさ
れるのは19時過ぎになりま
す。（サイン入りpdfは早くア
ップされます）



2日目成績の出力　団体戦　個人戦
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2日目も同様にフェールセーフとマッチ後にサインをいただきます。
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成績の出力　色々なパターン　
全員ホールアウトできない場合。

本人都合の場合は、個人戦は本人
だけが順位外になります。
団体戦の場合は、県全体が順位外
になります。
スコアの入力画面で「除外チェッ
クボックス」をクリックします。

天候などの原因で最後の一人までホールアウトできない場合
は、集計方法が変わります。
団体戦では、システムに設定することで選手のブロック（A・
B・C）のどこまでを集計に加えるかの指定をします。
個人戦は試合日の単位で不成立に指定できます。



式典（１）口上表、男女総合成績
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式典で読み上げに使う表を印刷します。男女総合成績表を印刷します

口上表は式典で受賞者を読みあげるときに使われます。
成績表に対応しています。
ゴルフの場合は同じ成績の時には同じ順位になります。
8位までの表彰（8人以上になることもあります）になります。

男女総合成績の印刷も賞状画面
から行います。

団体の順位とポイントの配分
は、集約会場で確認します。
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式典（２）賞状・表彰状
システムから賞状を出力します。

賞状画面に入ると、順位順に選手名とボタンが
並んでいます。
ボタンをクリックすると賞状は印刷されます。



ホールバイホール
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選手のスコアを印刷します。競技日別にスコア順、県順に２日間を並べて表示し
ます。
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基本設定
システムの基本設定を行います。天候、団体戦のブロックのカット、個人戦の成
立不成立、コース名、日日、の管理
乱数表の管理、更新用パスワードの管理を行います。



サブシステム
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選手情報の集計などのサブシステムWEBサイトを運用しています。

一般には公開されていません。

各種目の平均年齢、
最年少・最年長などの情
報をレポートします。

手貼集計で使う団体集計
表を出力します。
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選手の各種の帳票を出力
します。

異字体登録選手・9文字以
上の選手をリストアップ
します。

県ごとに選手登録をリス
トします。

抽選番号を県順に表示し
ます。



スタッフサポート　直前講習会・ミィーティング
スタッフの力で国体は運営されます。



ScoreDogTOMについて

コンピュータシステムは、あくまで皆さんの助手でしかありません。
皆さんをお手伝い致します。一緒に頑張りましょう。

スコアドックトムとは当時平野屋に勤務していたウイルッシュ
コーギーのトムくんから頂いた名前です。



http://hcpt.jp/

ScoredogTOM国民体育大会ゴルフ競技　サポートシステム
スコアドッグトム
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株式会社　平野屋コンピューティング
新潟県新発田市中央町5-3-12

2009年　第64回
　新潟大会　トッキキ

2010年　第65回
千葉大会 チーバクン

2012年　第67回
岐阜大会 ミナモ

2014年　第69回
長崎大会　がんばくん　

2011年　第66回
山口大会 チョルル

2013年　第68回
東京大会　ゆりーと

2015年　第70回
和歌山大会　きいちゃん　

2016年　第71回
岩手大会　わんこきょうだい

2017年　第72回
愛媛大会　みきゃん　

2018年　第73回
福井大会　はぴりゅう


