ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

第66回

山口国体

P1 : A-1)4日間の流れ
P2 : A-2)成績表などの流れ
P3 : A-3)スコアカードの流れ
P4 : B-1)組み合わせ表の印刷
B-2)スコアの入力
P5 :
B-2-1)組み合わせ変更と入力
P6 :
B-2-2)入力合計の確認
P7 :
B-2-3)チェック用Excelの利用

このページでは4日間の概略を記載します。
監督会議日

記録室のセットアップ
監督会議で最終的な選
手変更の締め切り

記録室に什器備品が搬入
パソコンのセットアップ
回線の開通

10月5日
公式練習日

P9 : B-4)口上表・成績表・賞状の印刷（2日目・全会場）

10月6日
競技1日

P11 : B-6)表彰式の流れ（2日目）
P12 : C-1)共同通信様連絡フォーマット

】

4日間の大まかな作業内容になります。
3つのゴルフ場で細かい所が違います

P8 : B-3)成績表の印刷(1日目）

個人戦、団体戦（女子総合を含む）
P10 : B-5)口上表・成績表・表彰状の印刷（2日目・成年男子、女子）

概略と目次

男女総合、女子総合の賞状が和紙なので筆耕者による手書きになります。
本マニュアルの記載の男女総合、女子総合の賞状の印字は行いません。

本マニュアルはゴルフ競技4日間の流れを記述したものです。

男子総合

【

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

10月7日
競技2日

選手データの変更
各ゴルフ場での、本番の
機器を使った入力、印字
練習
入力、出力->サインを受
ける
ホテルにファックス
翌日配布用の結果の印刷

データ入力
成績表の出力
成績入り組合表出力
共同通信様への連絡業務

入力、出力->サインを受
ける
表彰式に必要な手配一式

データ入力
成績表の出力
成績入り組合表出力
共同通信様への連絡業務

10月8日

本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。

「よみがな入り組合表」の出力
共同通信様への連絡業務
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

第66回

山口国体

A-1)4日間の流れ

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

選手用の組み合わせ表に関してはA-1に記載
監
督
会
議
日

公
式
練
習
日

成人男子

本部会場

女

パソコン、プリンタ設置、ネットワーク開設
ゴルフ場へ挨拶
接続確認、パスワード設定、入力確認、プリント確認(プリンターの
本番用紙での吸い込みなどの確認、インクの調整）

子

少年男子

パソコン、プリンタ設置、ネットワーク開設
ゴルフ場へ挨拶
接続確認、パスワード設定、入力確認、プリント確認(プリン
ターの本番用紙での吸い込みなどの確認、インクの調整）

監督会議会場で「変更届け」を受け取る
3日間の組み合わせ表印刷ー＞読み上げ係に渡す
5：00 最終選手データ修正ー＞確認
10:00 選手変更報告を作成ー＞共同通信様に渡す
現地入力練習、賞状印刷練習（平野屋立会）競技開始時間を共同通
信様へ
14:00- 入力出力練習：練習用データを使用）
競技終了時間を共同通信様へ
入力チェックシートをUSBメモリにバックアップする

競技開始時間を共同通信様へ
12：00気象庁のWEBで天候を確認して入力
スコア入力
競技終了時間を共同通信様へ
競
各競技入力終了時点で成績表印刷->サイン>共同通信様に渡す
技
平野屋：競技終了時点で入力機能をロックする
1
スコア入力終了->確認->順位表出力ｰ>サイン->共同通信様に渡す
日
ホテルにファックスする。
３会場のサイン入り順位表を共同通信様に渡す。
2日目配布用成績入り組み合わせ表を印刷ー＞コピー
入力チェックEXCELをUSBメモリにバックアップする

競技開始時間を共同通信様へ
競 12：00気象庁のWEBで天候を確認して入力 スコア入力
技 競技終了時間を共同通信様へ
2 個人・団体->順位表出力->確認ｰ>サインｰ>コピー
日 総合成績->順位表出力->確認ｰ>サインｰ>コピー
個人・団体賞状印刷＋額入れ、口上表印刷
男女総合表彰状印刷＋額入れ、口上表印刷（和紙のため筆耕）
３会場のサイン入り順位表を共同通信様に渡す。

パソコン、プリンタ設置、ネットワーク開設
ゴルフ場へ挨拶
接続確認、パスワード設定、入力確認、プリント確認(プリン
ターの本番用紙での吸い込みなどの確認、インクの調整）
監督会議会場で「変更届け」を受け取る

3日間の組み合わせ表印刷ー＞読み上げ係に渡す
現地入力練習、賞状印刷練習（平野屋立会）
競技開始時間を本部会場へ伝える

14:00- 入力出力練習：練習用データを使用）
競技終了時間を本部会場へ伝える
入力チェックシートをUSBメモリにバックアップする

3日間の組み合わせ表印刷ー＞読み上げ係に渡す
現地入力練習、賞状印刷練習（平野屋立会）
競技開始時間を本部会場へ伝える
14:00- 入力出力練習：練習用データを使用）
競技終了時間を本部会場へ伝える
入力チェックシートをUSBメモリにバックアップする

競技開始時間を本部会場へ伝える
スコア入力
競技終了時間を本部会場へ伝える

競技開始時間を本部会場へ伝える
スコア入力
競技終了時間を本部会場へ伝える

スコア入力終了->確認->順位表出力ｰ>ホテルにファックス

スコア入力終了->確認->順位表出力ｰ>ホテルにファックス

2日目配布用成績入り組み合わせ表を印刷ー＞コピー
入力チェックEXCELをUSBメモリにバックアップする

2日目配布用成績入り組み合わせ表を印刷ー＞コピー
入力チェックEXCELをUSBメモリにバックアップする

競技開始時間を本部会場へ伝える
スコア入力
競技終了時間を本部会場へ伝える
個人・団体->順位表出力->確認ｰ>サインｰ>コピー
女子総合->順位表出力->確認ｰ>サインｰ>コピー
個人・団体賞状印刷＋額入れ、口上表印刷
女子総合表彰状印刷＋額入れ、口上表印刷（和紙のため筆耕）

本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。

2011/9/10版

競技開始時間を本部会場へ伝える
スコア入力
競技終了時間を本部会場へ伝える
個人・団体->順位表出力->確認ｰ>サインｰ>コピー
個人・団体賞状印刷＋額入れ、口上表印刷
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル
成人男子

共同通信様
練
習
日

第66回

山口国体

集約会場

女

3日間の組み合わせ表印刷ー＞読み上げ係に渡す

3日間の組み合わせ表印刷ー＞読み上げ係に渡す

A1：選手用練習日組み合わせ表（50部）->配布

A2:選手用練習日組み合わせ表（50部）->配布

A3:選手用練習日組み合わせ表（30部）->配布

ゴルフ場で配布

B2:選手用一日目組み合わせ表（50部分）
ゴルフ場で配布

順位表ー＞印刷ー＞委員長のサイン

連絡

順位表ー＞印刷ー＞委員長のサイン

連絡

順位表ー＞印刷ー＞チェック

位表とシステムの
チェック

全国へ配信

C1:選手用成績入組み合わせ表（50部）

ホテルへFAX

C2:選手用成績入組み合わせ表（50部）

D1:一般向け順位表（全種目分：各200部）
少年男子、女子の終了を確認後TOMから印刷し
て用意する。
成年男子終了後用意する。
選手のみ

競
技
2
日

ホテルへFAX

ホテルへFAX

共同通信本社でTOMか

集約会場とサイン入順

フロントで不足した時点で随時追加して下さい。
順位表ー＞印刷ー＞チェック

順位表ー＞チェックー＞印刷ー＞委員長のサイン

ドー＞取り込み

B3:選手用練一日目組み合わせ表（30部）

ゴルフ場で配布

選手向け組み合わせ表は当初、成年男子と女子は50部、少年男子は30部

らのCSVダウンロー

少年男子

子

3日間の組み合わせ表印刷ー＞読み上げ係に渡す

B1:選手用一日目組み合わせ表（50部）

競
技
1
日

A-2)成績表などの流れ

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

ゴルフ場で一般配布（選手分も含む）

順位表ー＞印刷ー＞委員長のサイン

連絡

順位表ー＞印刷ー＞委員長のサイン

連絡

D2:一般向け順位表（全コース分各200部）
少年男子、成年男子の終了を確認後TOMから
印刷して用意する。
女子終了後用意する。
選手のみ

ゴルフ場で一般配布（選手分も含む）

C3:選手用練成績入組み合わせ表（30部）
D3:一般向け順位表（全コース分各200部）
少年男子終了後用意する。
成年男子、女子の終了を確認後TOMから印刷
して用意する。
選手のみ

ゴルフ場で一般配布（選手分も含む）

順位表ー＞印刷ー＞チェック
順位表ー＞印刷ー＞チェック

順位表ー＞チェックー＞印刷ー＞委員長のサイン
総合成績表ー＞印刷ー＞委員長のサイン
昨日同様のチェック

全国へ配信
本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

3人一組で、2カ所（INスタート、OUTスタート）から
8分おきにスタートします。
成年男子と女子は 7:20->10:20でスタートは終ります
少年男子は8:00 -> 9:44でスタートは終ります
13:30~17:00のホールアウトとなります。
6人分のスコアカードが8分おきに提出されて回って来
ると考えて下さい。

第66回

山口国体

A

A-3)スコアカードの流れ

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

記録室で5部コピー

1

競技本部

2

成績掲示板

3

報道員控え室

4

ゴルフ場フロント

5

記録室

手計算集計システムでエントリーします。

1

一選手に対しての入力時間は1分強です

一日目に翌日のスコア
カードに、スコアを記
入しますので分りやす
く整理しておきます。

TOMとExcelに入力します

2

Excel入力

読み上げ係

3
本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。
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TOM入力

スコアカードを整理しておきます。
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

第66回

山口国体

B-1)組み合わせ表の印刷

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

組み合わせ表
一般のお客様にみて
もらう為に必要

3

指定枚数

練習日のよみがな入り組み合わ
せ表の出力

スコア入組み合わせ
表

よみがなにチェックを入れる。

よみがな不要

3日間の組み合わせ表印刷
ー＞読み上げ係に渡す

選手が当日に一緒に
回る選手のスコアを
知る為に必要

選手を呼び出すのに使う

ゴルフ場各2枚(IN
用、OUT用）

1

2

選手各１枚

本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

第66回

山口国体

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

B-2-1)スコアの入力 組み合わせ変更と入力

2-2

送信後、再読み込みを行ってデータが正
しく更新されているか確認して下さい

2-1

選手のブロックの入力可能を押すと入
力が出来る。入力後送信を押す。

1

スコアカードは３枚ずつ帰ってくるの
で、選手の順番を見て入力の組を変える。

本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。

この画面ではreturn,enterを押さないで下さい。システムが送信
と勘違いしてエラーが発生する可能性があります。フィールドの
移動はtabもしくはマウスでお願いします。
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

第66回

山口国体

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

B-2-2)スコアの入力 入力合計の確認

1

その時点まで入力した合計スコアを見る事が出来ます。
毎回入力したら再読み込みをして、Excelの合計と比較して
下さい。
ExcelとTOMと同時に同じ場所を間違える確率は非常に低い
ので入力確認にもなっています。

毎回入力した時にチェック

2

入力の記録の確認
皆さんには必要ありません。誰が、どの端末からデータ
をどう直したかを記録しています。

チェック用Excelの画面（B-2-3)参照

本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

第66回

山口国体

1

マシンセットアップ日にExcelマシンのデスクトップにファイルを入れ
ておきます。

2

入力のチェックを行うExcelにはinとoutの合計スコアのみを入れる。
TOMの方に一人分を入れたら、Excelにも入れてスコア合計が一致している
か必ず確認をする。
必ず入力間違いは起こるので発見する事が重要

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

B-2-3)チェック用Excelの利用

必ず入力には間違いが起こります
3会場で入力のタッチ数は大変な数になります。
入力間違えを見つけるのがこのエクセルの役割です。
間違えるのが問題ではなく、見つけられないのが問題なのです。

緊急時の保険としての機能
このエクセルには万一サーバーに接続出来なくなった時の為に順位表と賞状を印刷する機能がついています。
ネット接続が出来なくなった時にはそちらで対応します。（本マニュアルからは割愛します）
ホールバイホールや共同通信様への速報データの提供などの色々な問題が発生します。
状況によっては時間超過の状況で入力をお願いする可能性もあります。
表彰式を遅らせない事が重要な課題になります。

3

二日目でも使うので一日目の入力が終ったらUSBメモリにバックアッ
プして下さい。

本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。
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ゴルフ競技

記録室4日間

1）成績表を出す
確認する

マニュアル

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

B-3)成績表の印刷(1日目）

共同通信
さんへ

一致

手計算

山口国体

2）サインをもらう
確実に保存！！

TOM
Excel

第66回

ホテルへファックス

3）他の２会場分を含めて3会
場分の成績表を所定枚数用意

翌日の配布
用コピー

本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

1:団体戦の出力

第66回

山口国体

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

2:個人戦の出力

B-4)口上表・成績表・賞状の印刷（2日目・全会場）
個人戦、団体戦
同着の場合は８位まででも１０人とかにな
る可能性があるので気をつけて下さい。成
績表と口上表の確認をして下さい。

成年男子は監督兼任規定のため3名、女子と少
年男子は4名の名前が載ります。

個人は一人の名前が載ります

女子の団体戦の口上表は女子総合と同じになりますので、
女子総合の口上表を使います。（読み上げる文が違う）

本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

男女総合、女子総合の出力

第66回

山口国体

B-5)口上表・成績表・賞状の印刷（2日目）
男女総合・女子総合

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

口上表の印刷について
女子総合は参加ポイントに特別な事が起こらない限り女
子団体と同じになるので団体の表彰の時に同時に行いま
す。口上表は女子総合の物を使います。

成績表について
共同通信様にお渡しする成績表は1枚にまとまっていま
す。サイン後集約会場で共同通信さんへお渡しします。

表彰状の印刷について
筆耕をお願いする場合は順位を伝えてお書き頂きます。
TOMからの印字の場合は、順位、日付に関しては

Excelでピッチを合わせて打っておきます。

それに重ねうちをする要領で県名を打ちます。

ゴルフ

ゴルフ
1

1

山口県
22

10

山口県
8

本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

第66回

山口国体

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

紙の吸い込み確認は練習日に行う。

ハードウエア的に問題が無かったらその日はOK、問題ある場合はすぐに私に連絡を下さい。

本番の打ち出し練習は2日目の午前に行う。

１日目のデータを使い、実際の式次第に合わせて印刷を行う事で、時間を計る。
実際に厚紙に打ち出しを行うと、どういうトラブルが起こるか分らない。
印字のかすれ、用紙の送りのトラブルなど考えられる。
（64回大会：印字のかすれで賞状印刷が遅れた）

賞状の発行枚数：予備は入っていません（64回大会）
団体で8位タイの県が3県でたら、2県分10枚が余分に必要になるので注意
成人男子 団体 4枚
成人男子 個人 1枚

8県 = 32枚(監督兼任の為に)
8県 = 8枚

少年男子 団体 5枚
少年男子 個人 1枚

8県 = 40枚
8県 = 8枚

女
女

8県 = 40枚
9県 = 9枚 6位タイの選手が4人いたので9席まで発行

子 団体 5枚
子 個人 1枚

B-6)表彰式の流れ（2日目）

【団体競技・個人競技賞状】
成年男子では監督を選手が兼ねるという規定があるので賞状には監督の名前を乗
せない（賞状にも出さない3人の名前の賞状になる）。
少年男子・女子では監督を含めて4人の名前が有る。
賞状の枚数は表示人数に県用の1枚を加えた枚数になる。
【賞状】
賞状の打ち出しのテストは、現場にインクジェットのプリンタが届いた時に一番
に行う事。

ローラーが劣化していて、正式な賞状の厚みでは入らない事がある（64回大会=
競技一日目にローラー摩耗により機械を変えた）

枚数の確認は出力担当者が練習日（一番最初の日）に行い、確定しておく。

個人及び団体枚数合計：137枚

男女総合 8枚
女子総合 8枚

異字体の選手が入賞した場合、紙質がプリントに適さない場合、筆耕者を必要に応じて配備。
今大会は、男女総合、女子総合が和紙の為、筆耕をお願いしています。

第64回の白版
本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。
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ゴルフ競技

記録室4日間

マニュアル

第66回

山口国体

2011年10月5日(監督会議) ~ 8日

C-1)共同通信様連絡フォーマット

参加状況一覧表プログラム訂正報告書
競技開始連絡票（１日目、２日目）
競技終了連絡票（１日目、２日目）
総合成績一覧表
緊急連絡票

事前に作成

集約会場で作成

集約会場で作成

集約会場で作成

集約会場で作成

本マニュアルの日付、ゴルフ場名、選手名はサンプルの画面の物です。実際の運用時とは違う場合があります。画面は予告なく変わることがあります。

必要時点で集約会場にて作成
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