
シニア予選会進出者各位 

（公社）日本プロゴルフ協会 

2020 年度ＰＧＡシニアツアー2 次予選会のご案内 
「2020 年度 ＰＧＡツアー予選会のご案内」を送付致します。2 次予選会に出場される方は下の資料をお読み

頂き、エントリー手続きを行って下さい。尚、本年度より、エントリーは下記ＱＲコード又は FAX にて受付け

ております。本案内到着後、下記申込締切日時までに手続きを行って下さい。会場の振り分けは、1 次予選会

の順位に基づき、統一ランキング順に行ないます。必ず第一希望から第三希望まで記載下さい。 

申込締切：2019 年 10 月 23 日（水）15:00 必着 
※先着順ではありません。1 次予選会の順位順で振り分けとなります。 

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 →  

3. 申込が完了しているかの確認を必ず行なって下さい 

申込開始直後は込み合うことが予想されます。エントリーの到着確認には、数日お時間をいただく場合が

ございますので、予めご了承下さい。 

 

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. 申し込み締め切り後の会場変更は一切認めません。 

【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。 

【2 次予選会】 

開催会場 

 第１会場：南茂原カントリークラブ 12 月 5 日(木)～6 日(金)※指定練習日 4 日 

  〒297-0135 千葉県長生郡長南町地引 742 ℡0475-47-1111 

 第 2 会場：高坂カントリークラブ 米山コース 12 月 12 日(木)～13 日(金)※指定練習日 11 日 

  〒355-0047 埼玉県東松山市高坂 1916-1 ℡0493-35-1122 

 第 3 会場：倉敷カントリー倶楽部 12 月１9 日(木)～20 日(金)※指定練習日 18 日 

  〒701-0115 岡山県倉敷市二子 1943 ℡086-462-9115 

裏面有 



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員があった場合は、その会場からの補充を行なう。 

2 次予選から出場予定の方に欠員があった場合には、1 次予選会の統一ランキング順での補充を行います。 

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。 

注１）補充に対しては、欠員者の出場予定会場への出場となります。 

注２）補充者が欠員者の出場予定会場で参加できない場合には、出場辞退となります。 

注３）1 次予選通過者からの欠員・2 次予選会から出場の欠員どちらか 1 度しか権利はありません。 

注４）一度辞退しますと参加はできません。 

補充者が 2 次予選に出場したい場合には、出場資格が発生した際に指定された会場でエントリーを行ってください。 

《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。 

  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 

【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） 

 日時 2020 年 3 月開催予定 

 会場 Kochi 黒潮カントリークラブ  

〒781-5703 高知県安芸郡芸西村西分甲 5207 TEL：0887-33-4333(予約) 

 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 

《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。 

ホテル名 コースまでの所有時間 電話番号 

ロイヤルホテル土佐 10 分 0887-33-4510 

ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ 海辺の果樹園 10 分 0887-55-4111 

高知黒潮ホテル 20 分 0887-56-5800 

サザンシティホテル 30 分 0800-7000-489 

ホテル日航高知旭ロイヤル 50 分 088-885-5111 

 

【問い合わせ】 公益社団法人日本プロゴルフ協会ＰＧＡツアー競技部 

担当：菊澤・岡田 ＴＥＬ03-5472-5503 


