
シニア予選会出場者各位 

（公社）日本プロゴルフ協会 

2020年度ＰＧＡシニアツアー予選会のご案内 
「２０２０年度 ＰＧＡツアー予選会のご案内」を送付致します。予選会に出場される方は下の資料を読み、 

エントリーを行って下さい。尚、本年度より、エントリーは下記ＱＲコード又は FAXにて行っていただきま

す。期間内に申込みを行って下さい。また、ＰＧＡシニア競技出場登録につきましては、予選会に出場する方

は必須となります。2020年度ＰＧＡシニア競技出場登録のみ行なう方は、別途、秋頃ご案内をお送りましま

すので、ご確認下さい。 

申し込み期間2019年 6月 10日（月）10：00開始 
※申込開始時間前にエントリーされたものについては無効となりますので、ご注意下さい。 

申込手順 

1. 下記ＱＲコードにアクセスする 

2. すべての項目を入力する 

3. 送信ボタンを押す 

4. 申込完了 

5. 登録料・エントリー費の振込 

6. 申込が完了しているかの確認を必ず行なって下さい 

（但し、ＰＧＡで入金確認ができるのは振り込み後、2営業日後となりますので、ご注意下さい） 

ＦＡＸでのお申込も可能です。しかし、申込開始直後は込み合うことが予想されますのでご了承下さい。 

注意事項 

I. この予選会でランキングを取得しても、満５０歳の誕生日を迎えるまではPGAシニア競技に出場するこ

とはできません。２０２０年度PGAシニア競技日程の第１日目が５０歳の誕生日に当たる試合から、出

場することができます。＊シニアツアー予選会への出場はその時点で４９歳でも可能です。 

II. PGA会員は２０１９年度分までのPGA会費等を全て納入していないと出場はできません。 

III. 「ゴルファー保険」に必ず加入して下さい。 

IV. 電話及び郵送での申し込みは一切受付けません。 

V. 期日までに振込みが確認できない場合には、予選会への参加は認められません。 

VI. 申し込み締め切り後の会場変更は一切認めません。 

VII. 2020年度ＰＧＡシニア競技出場登録のみ行なう方は、申込の必要はありません。秋頃ご案内を送付します

のでご確認下さい。 

【実施要項】 
主 催 ：公益社団法人日本プロゴルフ協会 

参 加 資 格 ：満50歳以上、または2020年に満50歳に達する男性 

    但し、ＰＧＡシニア競技に参加できるのは、50歳の誕生日を迎えてからとなります 

競 技 規 則 ：（公財）日本ゴルフ協会ゴルフ規則、（公社）日本プロゴルフ協会競技の条件及びローカルルール

    を適用する。 

費 用 ：シニア登録料10,800円（内税）・参加費21,600円 

    ※予選会に出場される場合には、登録料と参加料の両方が必要となります。 

振 込 先 ：みずほ銀行 虎ノ門支店 (普)1005136 (公社)日本プロゴルフ協会 

振 込 金 額 ：32,400円（内税） 

注 意 事 項 ：期日までに振込みが確認できない場合には、予選会参加は認められません。 

    申込後の登録料の返金は予選会の参加不参加関係なく一切いたしません。 

各会場競技開催の週の前々週の金曜日以降のキャンセルされた場合、参加料の返金は致しません。

    予めご了承下さい。 

裏面有



【1次予選会】

対象者 ① 1984年（昭和５９年）までにPGAに入会した者。 

 ② 1984年以後にＰＧＡに入会したトーナメントプレーヤー(ＴＰ)会員。 

 ③ 1985年以後にPGAに入会したティーチングプロ(ＴＣＰ)会員。 

   （※但し、A級もしくはＢ級取得者で、2019年度の研修会に出席している者） 

 ④ 海外ＰＧＡ会員でツアーライセンスを持っている者で、ツアー競技管理委員会の承認した者。但し、

   参加希望者が3名を上回る場合には、海外ＰＧＡライセンス選考会を実施します。 

参加人数 総人数565名（2019年度実績6会場合計） 

競技方法 36ホール・ストロークプレー（18ホール×2日間） 

 (１)天候等により３６ホールを消化できない場合は２７ホールまたは、１８ホールに短縮して競技成立 

    とする場合がある。 

(２)順位にタイが生じた場合PGA方式にて上位を決定する。 

通過人数 各会場35名（予定） 

注意：会場の決定について  

 ＊申込受付順により4会場に振り分けを行います。 

 ＊各会場の定員は120名（予定）です。 

 ＊先着順での受付けとなりますので、希望上位の会場が定員になった場合は、自動的に下位の会場へ振

  り分けを行います。（電話連絡などは致しませんのでご了承ください） 

 ＊申込書に記入がない場合は、特に希望会場がないものとみなします。 

 ＊会場の決定は締切後、HPに掲載し、郵送にて実施要綱を送付します。 

 ＊申込締切後の会場変更は一切認めません。 

【1次予選 開催会場】 

  第１会場 富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場 （志野コース） 
   〒509-0224 岐阜県可児市久々利向平221-2 ℡0574-64-1111 

7 月 25日（木）～26日（金）※指定練習日24日（水） 

  第 2会場 太平洋クラブ 美野里コース 
   〒319-0104 茨城県小美玉市三箇952 ℡0299-49-1177 

8 月 6日（火）～7日（水）※指定練習日5日（月） 

  第 3会場 西那須野カントリー倶楽部 
   〒329-2747 栃木県那須原市千本松804-2 ℡0287-37-8111 

8 月８日（木）～9日（金）※指定練習日7日（水） 

  第 4会場 太平洋クラブ 六甲コース 
   〒673-1244 兵庫県三木市吉川町水上1582-1 ℡0794-72-1211 

8 月 7日（水）～8日（木）※指定練習日6日（火） 



《周辺宿泊施設のご案内》 

各宿泊先へのご予約はご自身でご確認下さい。

空室状況及び宿泊料金はご自身でご確認下さい。 

★印のあるホテルはＰＧＡ会員価格でご利用いただけます。利用される場合には、予約時にＰＧＡ会員である

旨を伝えて頂き、フロントでＰＧＡ会員証をご提示下さい。 

1 次予選会 

第１会場 富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場 （志野コース） 

    ホテル名  コースまでの所要時間      電話番号 

★ ホテルルートイン土佐     15分    0572-53-1011 

★ ホテルルートイン多治見     30分    0572-21-2500 

オースタット国際ホテル     30分    0572-25-0111 

  第 2会場 太平洋クラブ 美野里コース 

ホテル名  コースまでの所要時間 電話番号 

★ ホテルルートイン石岡     20分    050-5576-7701 

石岡プラザホテル     20分    0299-24-1110 

  第 3会場 西那須野カントリー倶楽部 

ホテル名  コースまでの所要時間 電話番号

★ ホテルルートイン第２西那須野     20分    0287-39-6110 

★ ホテルルートイン西那須野     20分    0287-39-6110 

第 4会場 太平洋クラブ 六甲コース 

ホテル名  コースまでの所要時間 電話番号

★ ホテルメルクス     25分    0795-63-0005 

プラザホテル三田     25分    079-569-7885 

三田サミットホテル     25分    0120-39-3310 

1 次予選会申込期間：6月10日(月)10:00～6月20日(木)15:00必着 
申込開始前のエントリーは自動的に無効となります。ご注意下さい。 

裏面有



【2次予選会】 

出場資格 ① 前年度最終予選会出場者（PGA会員のみ） 

  ② 1次予選会通過者 

参加人数 総人数276名（予定） 

競技方法 36ホール・ストロークプレー（18ホール×2日間） 

 (１)天候等により３６ホールを消化できない場合は２７ホールまたは、１８ホールに短縮して競技成立 

    とする場合がある。 

 (２)順位にタイが生じた場合PGA方式にて上位を決定する。 

通過人数 各会場28名（予定） 

注意：会場の決定について  

 ＊2 次予選から出場の方で①資格からの出場者は、前年度最終予選会順位順により 3会場に振り分け、

  1 次予選会通過者は成績順に3会場に振り分けを行います。 

 ＊各会場の定員は 92 名（予定）とし、各会場の出場枠は①から 42 名（予定）②から 50 名（予定）

  とします。 

 ＊成績順での受付けとなりますので、希望上位の会場が定員になった場合は、自動的に下位の  

  会場へ振り分けを行います。（電話連絡などは致しませんのでご了承ください） 

 ＊申込書に記入がない場合は、特に希望会場がないものとみなします。 

 ＊会場の決定は締切後、HPに掲載し、郵送にて実施要綱を送付します。 

 ＊申込後の会場変更は一切認めません。 

2次予選会の補充について 

 1 次予選通過者からの欠席があった場合は、その会場からの補充を行なう。 

但し、2次予選会第１会場初日の1週間前（11月 28日）の18時までを期限とする。 

尚、締め切り前の欠席者に対する補充者は、成績順での希望会場選択となり、締め切り後の補充に対しては、欠席者

の出場予定会場への出場とします。 

【2次予選 開催会場】 

  第１会場 南茂原カントリークラブ 
   〒297-0135 千葉県長生郡長南町地引742 ℡0475-47-1111 

12 月 5日（木）～6日（金）※指定練習日4日（水） 

  第 2会場 高坂カントリークラブ 
   〒355-0047 埼玉県東松山市高坂1916-1 ℡0493-35-1122 

12 月 12日（木）～13日（金）※指定練習日11日（水） 

  第 3会場 倉敷カントリー倶楽部 
   〒701-0115 岡山県倉敷市二子1943 ℡086-462-9115 

12 月１9日（木）～20日（金）※指定練習日18日（水） 



《周辺宿泊施設のご案内》 

各宿泊先へのご予約はご自身でご確認下さい。

空室状況及び宿泊料金はご自身でご確認下さい。 

★印のあるホテルはＰＧＡ会員価格でご利用いただけます。利用される場合には、予約時にＰＧＡ会員である

旨を伝えて頂き、フロントでＰＧＡ会員証をご提示下さい。 

2 次予選会 

  第１会場 南茂原カントリークラブ 

ホテル名  コースまでの所要時間      電話番号

シティ・イン茂原     20分    0475-26-1711 

ホテルニュー福本     20分    0475-24-0117 

茂原ステーションホテル     20分    0475-24-2521 

  第 2会場 高坂カントリークラブ 

ホテル名  コースまでの所要時間      電話番号

シティホテル東松山     15分    0493-25-1300 

東松山第一ホテル     15分    0493-25-1515 

紫雲閣ホテル     20分    0493-23-5151 

  第 3会場 倉敷カントリー倶楽部 

ホテル名  コースまでの所要時間      電話番号

アパホテル倉敷駅前     20分 086-426-1111 

倉敷センチュリオンホテル     20分 086-436-6631 

コートホテル倉敷     20分 086-425-5100 

裏面有



【最終予選会】 
 出場資格 ① PGA会員でレギュラーツアー１勝している者（但し、シニア入り後1度のみ） 

   ② PGA会員で、前年度シニアツアー出場有資格者（③④⑤⑥⑪⑮保持者） 

   ③ PGA会員で、201９年度PGAシニアツアー賞金ランキング50位以内の者。 

   ④ ２次予選会通過者 

   ⑤ 実績が顕著な者でPGAツアー競技管理委員会が認めた者。 

 参加人数 １２０名（予定） 

 会場日時 未定 

 競技方法 54ホール・ストロークプレー（18ホール×3日間） 

   天候等により 54 ホールを消化できない場合は 36 ホールまたは、18 ホールに短縮して競技成立 

     とする場合がある。 

最終予選への補充について 

 2 次予選通過者から欠席が出た場合には、その会場から補充する。 

 但し、最終予選会初日の1週間前の18時までを期限とする。 

注意事項 

 申込者は、本予選会及びＰＧＡシニア競技へ出場する場合、ＰＧＡシニア規程に従う事を承諾しなくては成ら

ない 

 ＰＧＡは通信障害・通信ミス等による不達等に責任を負わない。各自の責任において行なうこと。 

 本予選会では、キャディの帯同は不可。本予選会競技期間中は、競技関係者、報道関係者、報道関係以外のコー

ス立ち入り不可。 

 ＰＧＡは本予選会において、申込者又は出場資格取得者が出場するにふさわしくないと判断した場合、いつい

かなる時点においてもその資格を無効にすることが出来る。 

※ＰＧＡ競技出場選手のガイドライン参照のこと 



【重要事項】 

１）２０２０年度シニア出場資格は以下の通りです。

① １９７３年ツアー制施行後に２５勝した者。＊PGA会員のみ

② 海外シニアメジャー大会の優勝者。＊PGA会員のみ
※２０１３年以降の全米プロシニア、全米シニアＯＰ、全英シニアＯＰの優勝者。

③ 年度PGAシニアツアー賞金ランキングＰＧＡ会員のみの上位３０名は、「翌年１年間シード権」が認められる。
④ 日本プロシニア選手権、日本シニアオープン選手権の優勝者は、「翌年から３年間シード権」が認められる。＊PGA会員のみ
⑤ 年度PGAシニアツアー賞金ランキング第１位者は、「翌年から３年間シード権」が認められる。＊PGA会員のみ
⑥ PGAシニアツアー競技優勝者は、「翌週からその年度末までと翌年１年間シード権」が認められる。＊PGA会員のみ
⑦ PGAシニアツアー競技優勝者は、「翌年から３年間その競技にシード権」が認められる。
⑧ 2019年度PGAシニアツアー賞金ランキング30位以内のPGA会員外の上位5名。 
(但し、2020年度までは既得権者として2017日本プロシニア選手権優勝者(盧建順)は第1番とし残りの4名分をランキング  
上位者にあてる。また、2022年度は上位3名、2023年度からは上位1名とする。)＊PGA会員外対象
⑨ 主催者の推薦する者。  ＊最大１０名以内とする。
⑩ PGAシニアツアー予選会のランキング第１位者。 
⑪ レギュラーツアー２勝以上している者、又は公式戦を１勝している者は、「シニア入り後１年間シード権」が
認められる。（公式戦は日本プロ、日本オープン、日本シリーズ、ツアー選手権、日本マッチプレー、フィランスロピーの６試合とする。） 
※シニア入り後、資格行使年度を１年のみ選択することができる。＊PGA会員のみ

⑫ 実績が顕著な者でPGAツアー競技管理委員会が承認した者。
⑬ PGAシニアツアー競技の成績上位５位以内の者は、「翌年その競技にシード権」が認められる。
⑭ ＰＧＡシニアツアー予選会のランキング第２位～第１０位の者。
⑮ 年度末時点の生涯獲得賞金ランキング(国内レギュラーツアー及びシニアツアーの合算)２０位以内者。 
※シニア入り後、資格行使年度を１０回（２０１６年よりカウント）のみ選択することができる。＊PGA会員のみ

⑯ シニアツアー予選会のランキング上位者(第１１位～)。 
注１：上記有資格者は出場試合数がシニアツアー競技試合数の６０％（小数点以下切り上げ）に満たない場合、翌年③

賞金ランキングシードを取得することは出来ない。但し、⑦⑧⑨⑫⑬⑭⑮⑯は除く。
注２：上記資格の①②③④⑤⑥⑪⑮は、PGA会員に限る。 
注３：上記資格の⑧はＰＧＡ会員外対象

２）後援及び特別協力競技は、出場資格や出場人数の規程が異なる為、シード資格保持者、または本予選会ランキング
上位者であっても競技に出場することができない場合がありますので、ご了承下さい。 後援、特別協力競技は、プロアマ大
会出場が条件になっている場合があります。 

３）例えば、出場総人数が70名のPGAシニアツアー競技の場合、出場者の主な内訳は、シード選手等の有資格者が約50
名、スポンサー推薦による出場資格者が最大10名、ＰＧＡシニアツアー予選会からの出場人数は約10名となります。 

４）日本シニアオープンは独自で予選会を実施している為、本予選会ランキングは適用されません。 

５）2020年度のシニアツアー競技、主催者推薦枠から出場のための予選会（マンデートーナメント）を実施予定競技はファン
ケルクラシック（開催週に実施予定）です。 

６）主催者推薦枠の人数は、最大10名となります。 

裏面有



2007 年 9月 4日より施行

ＰＧＡ競技出場選手のガイドライン 
ＰＧＡツアー競技管理委員会

委員長   植田 浩史 

ＰＧＡ競技に出場する選手がガイドラインに抵触した場合、または一般常識を逸脱した行為に
対し、「ＰＧＡツアー競技管理委員」はその選手の行為に対し、一回目については【警告】、二
回目、三回目については【罰金】と指導を行い、四回目には【出場停止】処分とする。五回目以
上または目に余る行為については、懲罰諮問委員会に計り、処分を決定することとする。
※本規程は全てのＰＧＡ競技に適用し、日本プロはＪＧＴＯ規程と併用とする。 

【警告】→【罰金￥50,000】→【罰金￥100,000】→【出場停止】→【懲罰諮問委員会】
一回目    二回目         三回目        四回目     五回目以上 

★トーナメントに関する行為
・真剣に競技を行っていないことが明白であると認められる行為
・練習に関する規則に違反する行為
・帯同キャディ、コーチに関する行為
・マネージャーに関する違反行為
・トーナメントの運営に関わる役員・スタッフ・トーナメント関係者に暴言を吐く行為
・コースに関し暴言を吐く行為
・トーナメントを批判する行為
・トーナメントを侮辱する行為
・主催者に関し暴言を吐く行為
・その他 

★ファンサービス、マスコミ対応に関する行為
・指定エリアにおけるサインを拒否する行為
・チャリティイベントへの参加協力を拒否する行為
・記者会見・インタビュー等を拒否する行為
・トーナメント会場内においてファンに対して暴言を吐く行為
・その他 

★喫煙について 
・指定された区域（原則としてマスター室前、アウト・インのコース売店のみ）またはインターバル間（カー
トは禁煙）以外での喫煙は禁止とする。帯同キャディ・コーチも準ずる。 

★プロアマ大会に関する行為



・プロアマ大会に出場しない行為
・プロアマ大会表彰式に出席しない行為（やむを得ない理由がある場合を除く。）
・プロアマ大会に遅刻する行為（やむを得ない理由がある場合を除く。）
・プロアマトーナメントに出場する同伴アマチュアに不適切な対応をしたり、不快感を与えるような態度をする行
為
・プロアマ大会に無断で欠場する行為
・その他

★選手の協力義務に関する行為
・表彰式、フェアウェルパーティに出席しない行為
・ディフェンディングチャンピオンであるにもかかわらず、当該トーナメントに出場しない行為又は２年以上連続し
て同一トーナメントに出場しない行為（正当な理由があると認める選手に係るものを除く。）
・その他

★服装、身だしなみについて ※帯同キャディも同様
・選手は服装、身だしなみ等に関し、見苦しくならないように常に心掛けること。
・襟付きのシャツを着ること。T シャツに類似した襟の小さいものは不可とする。
・シャツの裾は、ズボンの中に入れること。
・ズボンは、長ズボンを着用すること。短パンは、ハイソックスを着用したとしても不可とする。

・ゴルフメーカーがゴルフウェアとして開発したシャツ、ズボン等で、イレギュラーな形のものについては、事前にＰ
ＧＡに申請し、許可を得ること。
・ロッカールーム以外の場所で、スパイクシューズの履き替えは行わないこと。
・クラブハウス内において、ジーンズ、短パン、T シャツ、サンダルその他当該場所にふさわしくないものの着用は
しないこと。
・ゴルフ場の行き返りについては、ジャケットを着用することが望ましい。
・表彰式列席の際は基本的にジャケット着用とする。但し６月から９月まではジャケットは着用せず手持ち
でかまわない。
・キャディバッグ、貴重品については、ロッカールーム内においては、自己責任により管理すべきこと。
・その他

2008/08/31 作成
2009/08/06 作成
2010/03/01 作成
2010/06/21 作成
2012/03/01 作成
2015/07/01 作成

帯同キャディも長ズボン（ジーンズ不可）を着用すること。
但し、５月から１０月までは短パンの着用を認める。
５月から１０月まで以外の月において、気候や開催地の気象条件を考慮して、短パンを
着用してもよいとディレクターが認めるときも同様とする。これらの場合に おいて、短パン
を着用したままレストランへ入場することは厳禁とする。

裏面有



 練習に関するレギュレーション  
本レギュレーションは、全ての出場選手が公平に練習でき、そしてトーナメント期間中により良いコース  コンデ
ィションでプレー出来ることを目的に作成されている。 
練習区域（練習場・練習グリーン・アプローチエリア・練習バンカー・練習ラウンドにおけるゴルフコース内）に入
れるのは、選手・キャディ・帯同コーチ・メディア・プロサービスメーカースタッフ・ツアースタッフ及び適切なバッジをつ
けた関係者のみとする。 
但し、メディア及びプロサービスメーカースタッフについては、グリーン上（練習グリーンを含む）に上がることは禁
止する。トーナメントウィーク（指定練習日～本戦期間中）においては、当該大会に有資格の選手とウェイテ
ィング選手（原則として１０名まで）のみ練習施設（練習ラウンドを含む）の使用を認める。 
練習は指定された場所のみ許可され、以下のレギュレーションを適用する。 

1. 練習ラウンドはなるべく１人でプレーせず、３名～４名でプレーすること。
2. バンカーからのストロークを含め、グリーンに向けて打てるのは１球のみとする。 
但し、以下の場合は除く。 
A) ショットがグリーンに乗らなかった場合はもう１球打つことができる。 
B) バンカー以外のグリーン周りのアプローチは、グリーンまたはコースを著しく傷めないという前提で
もう１球打つことができる。但し、いかなる場合も後続組を待たせないように配慮すること。 

3. グリーン上でのパッティング練習については２球以上可とする。 
但し、いかなる場合も後続組を待たせないよう配慮すること。 

4. コースの保護 
指定練習日の練習ラウンドについては、必ずティーマークが置かれている場所からプレーすること。
（特にネットやローピング等で保護してある場所は使用不可とする）
またディポット戻し、ボールマークの修復については各自の責任において徹底すること。
その他コースやグリーンを著しく傷めるような練習（例えば、練習グリーンに線を引いたり、長時間
同じ場所に立ちパッティングすること）は避けること。

5. 安全への配慮 
練習場周辺に民家等があり危険な状況がある場合は、掲示をして通知するので協力すること。
また、指定打席以外からの練習は禁止する。 

6. 練習ラウンドの予約 
練習ラウンドは必ずマスター室に予約すること。  
※予約なしでスタートした場合は、その場で練習を中止させる。 

7. 練習ラウンド中の取材 
練習ラウンド中に取材を受ける場合は、プレーの進行に充分注意し、後続組に迷惑をかける事の
ないよう注意する事。 

ＰＧＡツアー競技管理委員会
委員長  植田 浩史 


