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※詳細は各ステージの資格をご覧ください。
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ツアートーナメント・ABEMAツアー（チャレンジトーナメント）への道
本年度の主な変更点

QT
実施要項・エントリー申込書

PANTONE 3308c

Supported By SMBC MOBITSupported By SMBC MOBITSupported By SMBC MOBIT

2022 ジャパンゴルフツアー
クォリファイングトーナメント

●2021年QTファースト～セカンド出場者　●1999～2020年QT出場者　●アマチュア資格を放棄した者　
●ハンディキャップ3．0以内　●高校ゴルフ部3年間、大学ゴルフ部４年間在籍者　主な出場資格

※予備日なし8月30日（火）～10月7日（金）72Hストロークプレー 9コースで実施

ファーストステージ

●ファーストステージ通過者　●2021年サードステージ出場者
●過去５年間のツアーシード喪失者　●過去５年間のツアー優勝者　●PGAプロテスト上位１０位タイまで

主な出場資格

※予備日なし10月25日（火）～11月18日（金） 72Hストロークプレー 5コースで実施

セカンドステージ

●セカンドステージ通過者　●2022年度ツアーメンバー　●賞金ランク６５位の次位者から１０名
●USPGAツアー、ヨーロピアンツアーのツアーメンバー資格保持者　●PGA最終プロテスト第１位の者

主な出場資格

※予備日なし11月29日（火）～12月2日（金） 72Hストロークプレー 3コースで実施

サードステージ

●サードステージ通過者　●シード権喪失者
●特別保障制度適用者で翌年の資格喪失者　

主な出場資格

※予備日なし12月6日（火）～12月9日（金） 72Hストロークプレー 1コースで実施

ファイナルステージ

■エントリーに関して
書面によるエントリー受付のほかにマイページからのウェブエントリーが
できます。
書面エントリー、ウェブエントリーでは、それぞれ下記の内容となります。

■ツアープレーヤー認定に関して
【変更前】サードステージ、セカンドステージ出場者及びファーストステー
 ジの各会場出場総人数の90％タイまでの者
【変更後】サードステージ、セカンドステージ出場者及びファーストステー
 ジの各会場出場総人数の90％タイまでの者と90％タイ以降
 の者で過去10年間以内にQTランキングを保持していた者

■サードステージの通過者に関して   
サードステージからファイナルステージへの通過者のなかに、次年度のツ
アー出場資格（21）を獲得した者（チャレンジトーナメント賞金ランキン
グ上位19名）が含まれる場合、その者を除外して（カウントせずに）通過
者を決定します。

■競技規則に関して 
クラブと球：b.46インチを超える長さのクラブの使用禁止（パターを除く）
　　　　　  ローカルルールひな型G-10を適用する（すべてのステージ）。
グリーンリーディング資料の制限：ローカルルールひな型G-11を適用する
　　　　　　　　　　　　　　  （ファイナルステージのみ）。

■ドレスコードに関して
短パンは、着用を禁止しているゴルフ場を除き、練習日に限り着用が認め
られます。

■プロアマに関して 
日程：2022年12月10日（土） 
会場：フェニックスカントリークラブ
対象選手：ツアーメンバーガイダンス対象選手のうち、ファイナルステー
　　　　　ジ上位選手 

■ツアーメンバーガイダンス  
日程：2023年1月19日（木）　※WEBによるリモート会議

書面（郵送）エントリー ウェブエントリー

受付方法
受付期間に到着した郵便物
（当日消印有効）

受付開始日の10時０分０秒から受付
締切日の２３時５９分５９秒まで

会場決定方法

エントリーフィ 銀行振込のみ クレジットカード決済のみ

会場決定通知 マイページに登録したメールで通知します。また、HP上の各会場の
出場者ページで公開します。

書面（郵送）申込とウェブ申込の総数の比率に合わせて、各会場の定員を配
分し、それぞれの先着順で会場を決定します。
書面（郵送）申込、ウェブ申込のどちらが有利・不利ということはありません。



1st

 全9会場でファーストクォリファイングトーナメントを開催する。
セカンドクォリファイングトーナメントに進める人数は、各会場から均等に出場人数比の割合により決定し、
トーナメント開催前までに発表する。

（1）出場資格

（2）日程及び会場

（3）競技方法

①2021年度のファーストクォリファイングトーナメント、又はセカンドクォリファイングトーナメントに出場した者

②1999 ～ 2020年度クォリファイングトーナメントに出場した者

③アマチュア資格を放棄した者

④日本ゴルフ協会ハンディキャップ3.0以内の者及びUSGAか各国ゴルフ協会採用のハンディキャップシステムに基づく
ハンディキャップ3.0以内の者（ハンディキャップを証明する書類を提出）

⑤日本国内の高校ゴルフ部在籍経験者（学校が認めた部活動に3年間在籍）、
又は大学ゴルフ部在籍経験者（全日本学生ゴルフ連盟に4年間在籍）で、所属責任者の署名捺印を受けた者

⑥ その他上記以外でJGTOが承認した者

①72ホールストロークプレー（4日間各日18ホール）。

② 競技終了時点で、各会場上位者がセカンドクォリファイングトーナメントに進出する。

③ 各トーナメント通過順位は、出場人数の比率で決定し、各会場でスタート前までに掲示にて発表する。

④ 順位がタイの場合は第4R→第3R→第2R→第1Rのスコア→第4Rの18番ホールからのカウントバックによ
り順位を決定する。

※A：キャディ付き（帯同キャディ可、セルフ不 可）
 B：セルフ（帯同キャディ可、電磁 誘 導カート）
 C：セルフ（帯同キャディ可、自走 カート）

日　程 プレー形態※ 会　場

8月30日（火）～ 9月2日（金）　4日間
※指定練習日：8月29日（月）の1日間 A ①富岡倶 楽 部（群馬）

 TEL：0274-64-3311

B ② 奈 良 柳生カントリークラブ（奈 良）
 TEL：0742-93-0789

9月6日（火）～ 9月9日（金）　4日間
※指定練習日：9月5日（月）の1日間 B ③杉ノ郷カントリークラブ（栃木）

 TEL：0288-26-2111

9月13日（火）～ 9月16日（金）　4日間
※指定練習日：9月12日（月）の1日間 A ④五 浦庭園カントリークラブ（福島）

 TEL：0246-65-0011

C
⑤COCOPA RESORT CLUB 
 白山ヴィレッジゴルフコースキングコース（三 重）　
 TEL：059-262-4141

9月27日（火）～ 9月30日（金）　4日間
※指定練習日：9月26日（月）の1日間 A ⑥太平洋クラブ 佐 野ヒルクレストコース（栃 木）

 TEL：0283-62-8111

A ⑦ 伊 都ゴルフ倶 楽 部（福岡）　
 TEL：092-322-5031

10月4日（火）～10月7日（金）　4日間
※指定練習日：10月3日（月）の1日間 C ⑧浜松シーサイドゴルフクラブ（静岡）

 TEL：0538-32-7281

A ⑨グリーンパーク大山ゴルフ倶 楽 部（鳥取）
 TEL：0859-64-2111

ファーストクォリファイングトーナメント1

〈エントリーフィー〉
￥220,000 

（うち消費税等￥20,000）　

書面（郵送）エントリー
銀行振込のみ
振込先 三井住友銀行　本店営業部
 普通口座　№４８６０７６４
 口座名義
 一般社団法人日本ゴルフツアー機構

WEBエントリー
クレジット決済のみ

〈申込受付期間及び締切日〉
書面（郵送）エントリー

6月15日（水）～7月11日（月）
（締切当日の消印有効） 
※受付開始日にJGTOに届いたものから
先着順で受付を行い、受付開始日前に
届いたものについては、受付開始日の
翌日に届いたものとして受付を行う。
※エントリーフィの入金は申し込み

　開始日以前から受け付ける。 
WEBエントリー 

6月15日（水）10時0分0秒～
７月１１日（月）２３時５９分５９秒まで

〈申込方法〉
5.実施規定関係を参照

〈会場の告知〉
7月27日（水）まで

エントリーの申請が受理され会場の
振り分けが終了次第、選手マイページ
及びJGTOホームページにて告知する。
詳細は5.実施規定関係を参照

〈辞退期限〉
8月22日（月）　午後5：00まで
詳細は5.実施規定関係を参照



2nd

ファーストクォリファイングトーナメント通過者及びセカンドクォリファイングトーナメントの出場資格を有するプレーヤーで全5
会場でセカンドクォリファイングトーナメントを開催する。各会場は約95名が出場し、サードクォリファイングトーナメントに進め
る人数は、各会場から均等に出場人数比の割合によって決定し、トーナメント開催前までに発表する。

（1）出場資格

（2）日程及び会場

（3）競技方法

①本年度ファーストクォリファイングトーナメントを通過した者

②2021年度サードクォリファイングトーナメントに出場した者

③ツアートーナメント過去5年間で、当該年度1年間有する出場優先順位獲得者（2016年～ 2020－21年）

④ツアートーナメント過去5年間の優勝者（2016年～ 2020－21年）

⑤2021年オーストラレイジアPGAツアー賞金ランキング上位30位以内で、サードクォリファイングトーナメント
に出場できる上位3名を除く、出場意思のある上位5名

⑥2021/2022年南アフリカPGAツアー賞金ランキング上位30位以内で、サードクォリファイングトーナメン
トに出場できる上位3名を除く、出場意思のある上位5名

⑦2022年6月27日現在における、本 年度アジアンツアー賞金ランキング上位30位以内で、サードクォ
リファイングトーナメントに出場できる上位3名を除く、出場意思のある上位5名

⑧前年度から過去2年間（2020、2021年）における日本アマチュアゴルフ選手権、日本学生ゴルフ選手権の優
勝者、又は日本オープンゴルフ選手権のローアマチュアの者

⑨2022年8月9日現在における、本年度世界アマチュアゴルフランキング上位30位以内で、サードクォリファ
イングトーナメントに出場できる上位3名を除く、出場意思のある上位3名

⑩本年度の公益社団法人日本プロゴルフ協会のプロテスト最終成績上位10位タイまでの者

⑪本年度の公益財団法人日本ゴルフ協会ナショナルチームメンバーの者

⑫本年度の日本ジュニアゴルフ選手権（男子15歳～17歳の部）の優勝者

⑬ その他上記以外でJGTOが承認した者

※A：キャディ付き（帯同キャディ可、セルフ不 可）
 B：セルフ（帯同キャディ可、電磁 誘 導カート）
 C：セルフ（帯同キャディ可、自走 カート）

①72ホールストロークプレー（4日間各日18ホール）。

② 競技終了時点で、各会場上位者がサードクォリファイングトーナメントに進出する。

③ 各トーナメント通過順位は、出場人数の比率で決定し、各会場でスタート前までに掲示にて発表する。

④ 順位がタイの場合は第4R→第3R→第2R→第1Rのスコア→第4Rの18番ホールからのカウントバックにより
順位を決定する。

〈エントリーフィー〉
￥220,000 

（うち消費税等￥20,000）
※ファーストステージ通過者は免除

書面（郵送）エントリー
銀行振込のみ
振込先 三井住友銀行　本店営業部
 普通口座　№４８６０７６４
 口座名義
 一般社団法人日本ゴルフツアー機構

WEBエントリー
クレジット決済のみ

〈申込受付期間及び締切日〉
書面（郵送）エントリー

8月10日（水）～ 9月8日（木）
（締切当日の消印有効） 
※受付開始日にJGTOに届いたものから
先着順で受付を行い、受付開始日前に
届いたものについては、受付開始日の
翌日に届いたものとして受付を行う。
※エントリーフィの入金は申し込み

　開始日以前から受け付ける。 
WEBエントリー 

8月10日（水）10時0分0秒～
9月8日（木）２３時５９分５９秒まで

※セカンドクォリファイング
トーナメント出場資格（1）
⑤⑥⑦は、2022年7月11日（月）
を締切日とする。

〈申込方法〉
5.実施規定関係を参照

〈会場の告知〉
9月22日（木）まで

エントリーの申請が受理され会場の
振り分けが終了次第、選手マイページ
及びJGTOホームページにて告知する。
詳細は5.実施規定関係を参照

〈辞退期限〉
10月17日（月）　午後5：00まで
詳細は5.実施規定関係を参照

日　程 プレー形態※ 会　場

10月25日（火）～10月28日（金）　4日間
※指定練習日：10月24日（月）の1日間 A ①太平洋クラブ 益 子PGAコース（栃 木）

 TEL：0285-72-8231

C ②ホウライカントリー倶 楽 部（栃 木）
 TEL：0287-37-4114

11月8日（火）～11月11日（金）　4日間
※指定練習日：11月7日（月）の1日間 B ③ゴルフ5カントリー サニーフィールド（茨 城）

 TEL：0295-55-3232

B ④下関ゴールデンゴルフクラブ（山口）　
 TEL：083-282-2311

11月15日（火）～11月18日（金）　4日間
※指定練習日：11月14日（月）の1日間 C ⑤くまもと中央 カントリークラブ（熊 本）

 TEL：096-293-3300

セカンドクォリファイングトーナメント2



①本年度セカンドクォリファイングトーナメントを通過した者

②本年度のツアーメンバー

③ 本年度ツアートーナメント賞金ランキングによる翌年度の出場優先順位（賞金ランキング上位65名までの者）
獲得者の次位者から、賞金ランキングを取得するための出場義務試合数に達していない者を除いた10名。この
場合においてその他の繰り下げは一切行わないものとする

④本年度ABEMAツアー出場資格（4）特別保障制度の適用を受けた者

⑤本年度のABEMAツアー最終賞金ランキング上位30位以内の者

⑥2021－2022シーズンのUSPGAツアー又はヨーロピアンツアーのポイントランキングによるツアーメン
バー資格（USPGAツアーにあっては、FEDEXCUPポイントランキング上位125位までに係る出場資格ヨーロピ
アンツアーにあっては、RACE TO DUBAIランキング上位110位までに係る出場資格）を保持していた者

⑦2021年オーストラレイジアPGAツアー賞金ランキング上位15位以内で、出場意思のある上位3名

⑧2021/2022年南アフリカPGAツアー賞金ランキング上位15位以内で、出場意思のある上位3名

⑨2022年6月27日現在における、本年度アジアンツアー賞金ランキング上位15位以内で、出場意思のある
上位3名

⑩本年度の公益社団法人日本プロゴルフ協会のプロテスト最終成績第1位の者

⑪ 本年度における日本アマチュアゴルフ選手権、日本学生ゴルフ選手権の優勝者、又は日本オープンゴルフ選
手権のローアマチュアの者

⑫2022年8月9日現在における世界アマチュアゴルフランキング上位15位以内の者で、出場意思を有する上位
3名の者

⑬ その他上記以外でJGTOが承認した者

〈エントリーフィー〉
￥220,000 

（うち消費税等￥20,000）　
※セカンドステージ通過者は免除

書面（郵送）エントリー
銀行振込のみ
振込先 三井住友銀行　本店営業部
 普通口座　№４８６０７６４
 口座名義
 一般社団法人日本ゴルフツアー機構

WEBエントリー
クレジット決済のみ

〈申込受付期間及び締切日〉
書面（郵送）エントリー

9月21日（水）～10月17日（月）
（締切当日の消印有効） 
※受付開始日にJGTOに届いたものから
先着順で受付を行い、受付開始日前に
届いたものについては、受付開始日の
翌日に届いたものとして受付を行う。
※エントリーフィの入金は申し込み

　開始日以前から受け付ける。 
WEBエントリー 

9月21日（水）10時0分0秒～
10月17日（月）２３時５９分５９秒ま
で

※サードクォリファイング
トーナメント出場資格 （1）
⑦⑧⑨は2022年7月11日（月） 
を 締切日とする。

※サードクォリファイング
トーナメント出場資格 （1）
③は2022年11月27日（日） 
午後5：00を 締切日時とする。

〈申込方法〉
5.実施規定関係を参照

〈会場の告知〉
10月28日（金）まで

エントリーの申請が受理され会場の
振り分けが終了次第、選手マイページ
及びJGTOホームページにて告知する。
詳細は5.実施規定関係を参照

〈辞退期限〉
11月22日（火）　午後5：00まで
詳細は5.実施要項関係を参照

サードクォリファイングトーナメント3
セカンドクォリファイングトーナメント通過者及びサードクォリファイングトーナメント出場資格を有するプレーヤーを含め、
約280名によりサードクォリファイングトーナメントを開催する。各会場は約95名が出場し、ファイナルクォリファイング
トーナメントに進める人数は、各会場から均等に出場人数比の割合によって決定し、トーナメント開催前までに発表する。

日　程 プレー形態※ 会　場

11月29日（火）～12月2日（金）　4日間
※指定練習日：11月28日（月）の1日間 A ①ザ・ロイヤル　ゴルフクラブ（茨 城）

 TEL：0291-39-7511

B ② 静ヒルズカントリークラブ（茨 城）
 TEL：029-296-2111

A
③富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場  
 志 野コース（岐阜） 
 TEL：0574-64-1111

※A：キャディ付き（帯同キャディ可、セルフ不 可）
 B：セルフ（帯同キャディ可、電磁 誘 導カート）

3rd

①72ホールストロークプレー（4日間各日18ホール）。

② 競技終了時点で、各会場上位者がファイナルクォリファイングトーナメントに進出する。

③ 各トーナメント通過順位は、出場人数の比率で決定し、各会場でスタート前までに掲示にて発表する。

④ サードステージからファイナルステージへの通過者のなかに、次年度のツアー出場資格（21）を獲得した者
（チャレンジトーナメント賞金ランキング上位19名）が含まれる場合、その者を除外して（カウントせずに）通
過者を決定する。

⑤ 順位がタイの場合は第4R→第3R→第2R→第1Rのスコア→第4Rの18番ホールからのカウントバックによ
り順位を決定する。

（1）出場資格

（2）日程及び会場

（3）競技方法



サードクォリファイングトーナメント通過者及びファイナルクォリファイングトーナメントの出場資格を有するプレーヤーを
含めて、約95名でファイナルクォリファイングトーナメントを開催する。

①本年度サードクォリファイングトーナメントを通過した者

②ツアートーナメントにおける、本年度1年間有する出場優先順位（シード権）獲得選手で、翌年度1年間有する
出場優先順位（賞金ランキングによる出場資格においては上位65名までの者）を喪失した者

③2022 年度ツアートーナメント出 場 資 格（20）の 者（特別保障制度の適用を受けた者）で、翌年度の出
場優先順位（賞金ランキング上位65名までの者）を獲得できなかった者

④ その他上記以外でJGTOが承認した者

①72ホールストロークプレー（4日間各日18ホール）

②4日間合計72ホールを終了し、ツアーメンバーガイダンス受講修了後、ツアーメンバー資格を取得し、
2023年度のツアートーナメント、ABEMAツアー（チャレンジトーナメント）への出場資格ランキングを
獲得する。

③順位がタイの場合は第4R→第3R→第2R→第1Rのスコア→第4Rの18番ホールからのカウントバックによ
り順位を決定する。

（１）日程：２０２２年１２月１０日（土）

（２）会場：フェニックスカントリークラブ

（３）対象選手：ツアーメンバーガイダンス対象選手のうち、ファイナルステージ上位選手
　  ※前日の宿泊はJGTOにて準備する

〈エントリーフィー〉
￥220,000 

（うち消費税等￥20,000）　
※サードステージ通過者は免除

書面（郵送）エントリー
銀行振込のみ
振込先 三井住友銀行　本店営業部
 普通口座　№４８６０７６４
 口座名義
 一般社団法人日本ゴルフツアー機構

WEBエントリー
クレジット決済のみ

〈申込受付期間及び締切日〉
書面（郵送）エントリー

10月17日（月）～11月28日（月）
（締切当日の消印有効） 
※エントリーフィの入金は申し込み

　開始日以前から受け付ける。 
WEBエントリー 

10月17日（月）10時0分0秒～
11月28日（月）２３時５９分５９秒まで

〈申込方法〉
5.実施規定関係を参照

〈辞退期限〉
11月30日（水）　午後5：00まで
詳細は5.実施規定関係を参照

ファイナルクォリファイングトーナメント4

※C：セルフ（帯同キャディ可、自走 カート）

日　程 プレー形態※ 会　場

12月6日（火）～12月9日（金）　4日間
※指定練習日：12月5日（月）の1日間 C ①トム・ワトソンゴルフコース（宮崎）

 0985-21-1301

Final

プロアマ

（1）出場資格

（2）日程及び会場

（3）競技方法



■JGTOトーナメント新型コロナウイルス感染症対策マニュアル
本競技は原則としてJGTOトーナメント新型コロナウイルス感染症対策
マニュアルに基づき開催される。本マニュアルは、選手、ゴルフ場従業員、
その他関係者が会場における感染を予防するために、各自の行動や運営
内容を示した指針である。開催地域の感染状況や会場の事情などにより
詳細の対策内容に差異が生じる可能性があるため、本実施要項の内容と
矛盾が生じた場合は本マニュアルの内容を優先して適用する。

■JGTO新型コロナウイルス感染症対策特別トーナメント規程
本競技はJGTO新型コロナウイルス感染症対策特別トーナメント規程を
適用する。詳細はJGTOがホームページ上で公表する新型コロナウイルス
感染症対策特別トーナメント規程を各自で確認すること。なお、状況により
随時更新される可能性があるので注意すること。

■競技規則
日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び2022ジャパンゴルフツアーローカル
ルールおよび競技の条件を適用する。

距離測定器
全てのステージで距離測定器の使用を認める。但し、高低差の測定は認めない。

クラブと球
ａ.適合ドライバーヘッドリスト

ローカルルールひな型　G-1を適用する。

ｂ.46インチを超える長さのクラブの使用禁止（パターを除く）
ローカルルールひな型　G-10を適用する（すべてのステージ）。

ｃ.溝とパンチマークの仕様
ローカルルールひな型　G-2を適用する。

d.球
　（1）適合球リスト

ローカルルールひな型　G-3適用する。
　（2）ワンボールルール

ローカルルールひな型　G-4適用する。

グリーンリーディング資料の制限
ローカルルールひな型　G-11を適用する（ファイナルステージのみ）。

■申込方法
〔書 面〕 指定の参加申込書に、氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス（お持

ちの方）、出場資格（ナンバー）、希望会場（ナンバー）等の該当する項
目を全て記入して下さい。申込書に必ず自署捺印の上、エントリー
フィー入金済振込み証のコピ－（本人氏名が明記された物）を参加
申込書（ダウンロード又はコピーしたもので可）の裏面にのり付け
し、封筒にて書留で送付すること。ファーストクォリファイングトー
ナメント出場資格（1）④資格者はハンディキャップ証明書も裏面に
のり付けすること。

　 ※所定の封筒がなければ代わりの封筒にて郵送すること。
　 ※推薦者が必要な資格者は、必ず記入を確認すること。
　 ※アマチュアは申込書裏面自署欄に署名すること。

〔WEB〕JGTOホームページ参照（https://www.j-tos.org）

■会場の告知
①エントリーの申請が受理され会場の振り分けが終了次第、選手マイペー

ジ及びJGTOホームページ「QTインフォメーション（https://www.jgto-
qt.jp）」にて告知する。
ファーストクォリファイングトーナメント 2022年7月27日（水）まで
セカンドクォリファイングトーナメント 2022年9月22日（木）まで
サードクォリファイングトーナメント 2022年10月28日（金）まで

②ファーストクォリファイングトーナメント、セカンドクォリファイング
トーナメント及びサードクォリファイングトーナメントは、先着順で希望
の会場でプレ－できるように考慮するが、定員オーバーにより希望に添
えない場合がある。1会場の定員をオ－バ－した場合は他の会場に振り分
ける。全ての会場での定員をオーバーした場合は、本実施要項に掲載さ
れていない新たな会場に振り分ける場合がある。

③ 告知後の会場変更は原則として認めない。

④ファーストクォリファイングトーナメント、セカンドクォリファイングトーナ
メント通過者の日程及び会場は、各トーナメントの成績に基づき各会場で
決定し、JGTOホームページ「QTインフォメーション」にて告知する。

⑤すべての日程、会場を決める権利は、JGTOが保持する。

■振込先（書面エントリーの場合）
三井住友銀行　本店営業部　普通口座　No. 4860764

口座名義　一般社団法人日本ゴルフツアー機構

※ 日本国外から振込を行う場合は、振込元の金融機関及び日本国内の
銀行においても振込手数料（昨年実績￥2,500 ～￥4,000）が生じる
ので、必ず、振込元の金融機関で確認し、振込手数料を負担した上で
振込を行うこと。

※ウェブエントリーの場合は、カード決済のみ

■ツアーメンバー資格
2023年度のツアーメンバー資格を取得できるのは、ファイナルクォリファ
イングトーナメントに出場した者で、ツアーメンバーガイダンスの受講を修了
した者である。但し、1999年以降にJGTOのツアーメンバーとなった事が
ある者は、本年度のガイダンス受講を免除とする。ツアーメンバーガイ
ダンス該当者で、受講しなかった者はツアーメンバー資格を取得できない。
但し、QTランキングについてはファイナルクォリファイングトーナメント
出場者（棄権者、失格者を除く）の次位とする。また、ランキングに応じて
2023年度のツアートーナメント出場優先順位を獲得する。

■ツアーメンバーガイダンス
本ガイダンスは、ファイナルクォリファイングトーナメントに出場した者
で、1999年以降初めてJGTOのツアーメンバーになる資格を取得した者
に対して実施されるガイダンスである。このガイダンスの受講を修了した者
が2023年度のツアーメンバーとして1年間登録される。

（1）日程：2023年1月19日（木）

（2）場所：WEBによるリモート会議
（3）参加者：下記に記しているツアーメンバーガイダンス参加者は、1999年

以降初めてJGTOのツアーメンバーになる者を対象とする。

①ファイナルクォリファイングトーナメント出場者

②ABEMAツアー（チャレンジトーナメント）上位者で、翌年度ツアー
トーナメントの出場優先順位を獲得した者

③ その他、JGTOがツアーメンバーガイダンスへの参加が必要とみなした者
（若干名）

（4）ガイダンス内容
詳細はファイナルクォリファイングトーナメント会場にて発表する。

（5）備考
WEBにて参加できる準備を各自で行うこと。
日本語が理解できない者は各自で通訳を伴うこと。

■プロアマ
（1）日程：2022年12月10日（土）
（2）会場：フェニックスカントリークラブ
（3）対象選手：ツアーメンバーガイダンス対象選手のうち、ファイナルステージ上位選手
　　  ※前日の宿泊はJGTOにて準備する。

■辞退（申し込みの取り下げ）
トーナメント開催前に出場辞退（申し込みの取り下げ）を表明したプレーヤー

（各ステージ通過者を除く）には、エントリーフィーから33,000円（うち消
費税等3,000円）を差し引いた金額を返金する。但し、辞退期限までに理
由を明記し、氏名、連絡先等を記入した書面にてJGTOに届けを提出しな
ければならない。また、下記期限以降の辞退の場合は、エントリーフィー
の半額を返金する。但し、無断欠場の場合にはエントリーフィーの返金は
行わない。

辞退期限
ファーストクォリファイングトーナメント 2022年8月22日（月）午後5：00まで

セカンドクォリファイングトーナメント 2022年10月17日（月）午後5：00まで

サードクォリファイングトーナメント 2022年11月22日（火）午後5：00まで

ファイナルクォリファイングトーナメント 2022年11月30日（水）午後5：00まで

■エチケットとマナー
プレーヤーは、ゴルファーとして、ゴルフに関するエチケットとマナーを守り、
すべてのゴルファーの模範となるように行動すること。

（1）服装、身だしなみ等に関して
①トーナメント会場に最初に入る日と大会最終日のゴルフ場からの

帰りについては、必ず、ジャケット又はスーツを着用すること。

② 襟付きのシャツ（ゴルフウエア）を着ること。

③シャツの裾は、ズボンの中に入れること。

④ズボンは、長ズボンを着用すること。短パンは、着用を禁止している
ゴルフ場を除き、練習日に限り着用を認める。

⑤ 迷彩色で迷彩柄のウエア（ゴルフアイテム含む）とポケットが膨らんだ
カーゴタイプのズボンの着用は不可とする。

実施規定関係5



⑥ゴルフメーカーがゴルフウエ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JGTOに申請し、許可を
得ること。

⑦ 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。

⑧ クラブハウス内において、ジーンズ、Tシャツ、サンダル、踵が無い靴
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。

⑨ キャディーバッグ、貴重品等については、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。

⑩ ①から⑨までに定めるもののほか、プレーヤーは、服装、身だしなみ
等に関し、見苦しくならないように常に意を用いるべきこと。

（2）喫煙に関する準則
喫 煙（タバコ及びタバコに類似したもの）については、ラウンド中

（ティーイングエリア上にある間を含む。）にあっては、ホール間のイン
ターバル以外、練習グリーン区域内にあっては、グリーン上は禁止する
こととし、練習場にあっては、タバコ及びタバコに類似したものをくわ
えながらの練習は禁止すること。

■レジストレーション（現地での出場登録）
レジストレーションは、各会場の指定場所にてトーナメント前日の午前7：00 ～
正午12：00までに、本人が済ませること。レジストレーションを行わない
プレーヤーは出場資格を失う。

■帯同キャディー
帯同キャディを伴う者は下記の注意事項を守らなければならない。
但し、JGTO新型コロナウイルス感染症対策特別トーナメント規程を適
用している期間に関してはその内容に従う。

（1）ゴルフ場へ来場する際と帰る際には長ズボン、襟付きのシャツ、靴を
着用する事。

（2）帯同キャディーのシューズは、底の平らなスニーカーを使用すること
（ゴルフシューズは禁止）。

（3）服装については、男女を問わず長ズボン（ジーンズは不可）を着用する
ことが望ましいが、短パンを着用してもよい。尚、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。この場合において、長ズボ
ン及び短パンの色は、黒、紺、ベージュ、カーキ、白などの、派手でない
単色とする。

（4）帯同キャディーの行為・言動等についての責任は、全てプレーヤーが
負うものとし、違反があった場合のペナルティ（罰金等）も、プレーヤーの
負担とする。

（5）JGTOは、その者の行為・言動等から判断して帯同キャディーとして
相応しくないと認めるときは、その者について退場を命じ、次回からの
キャディーとしての登録を拒否する事ができる。

■テレビ、ラジオ、写真、映画、記録、インターネットの権利
トーナメントに出場するプレーヤーは、当該トーナメントへの出場に関し、
その肖像権、パブリシティ権その他の人格的権利又は知的財産権をJGTO
に譲渡するものとし、JGTOがこれをいかなる方法（テレビ、ラジオ、写真、映
画、印刷物、電磁的媒体による方法その他一切の方法を含む。）により、いか
なる形態（録音、録画、複製、上映、頒布、公衆送信等の形態その他一切の形
態を含む。）において使用することについても、許諾するものとする。

■制裁
本トーナメントに出場した者（申込みをしたが出場しなかった者を含む）が
次の行為をしたと認めるときは、JGTOは、クォリファイングトーナメント
規程、またはジャパンゴルフツアートーナメント規程に則り、懲戒制裁処分を
科すことができる。

①トーナメント規程に違反する行為

②クォリファイングトーナメント規程に違反する行為

③日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び「ジャパンゴルフツアーローカルルール
および競技の条件」に違反する行為

④本実施要項に違反する行為

⑤正当な理由なしにクォリファイングトーナメントを欠場、又は棄権する行為

⑥クォリファイングトーナメントに係るクォリファイングトーナメント出場者、
来場者その他関係者に対して暴言を吐く行為その他品位を損なう行為

⑦ その他JGTO又はクォリファイングトーナメントの名誉、信用又は品位を
損なう行為

⑧ 法律、命令、規則その他の法令（条例を含む）に違反する行為

■注意事項
（1）申し込み者は出場資格に応じて日程・会場を選択して申し込むことが

できる。

（2）JGTOは郵便配達及びWEBエントリーに関する責任は負わない。エン
トリー完了の確認はプレーヤーの責任とする。

（3）プレーヤーは、トーナメントへのエントリーに際し、ゴルファー保険に
加入していなければならない。

（4）練習ラウンドは、ワンボールプレーを原則とし、バンカーショットを
含め、グリーンに向けて打つことができるのは2球までとする。

（5）トーナメント通過者は、ホームページ「QTインフォメーション（https://
www.jgto-qt.jp)」にて次会場のエントリーを各自で確認する。

（6）組み合わせは指定練習日に各会場において掲示及びホームページにて
発表する。JGTOから申し込み者への連絡は原則として行わないので、
プレーヤー本人が会場及びホームページにて確認すること。

（7）プレーフィは指定練習日、競技日共に、開催ゴルフ場の特別料金とする。

（8）指定練習日以外にプレーを希望する者は、必ず事前にゴルフ場に
連絡し、氏名を名乗り、了承を得ること。予約に関する事柄は、ゴルフ場
のレギュレーションに従うこと。

（9）宿泊は各自で手配すること。

（10）アマチュアは、エントリー申し込みの際（申込書）に賞金受領の権利を
放棄した場合に限り、アマチュア資格を継続することができる。（JGA
ゴルフ規則、アマチュア資格規則）

（11）JGTOは申請プレーヤーに対して、申込書の不備があった場合、その
不備が補正されないときは、申し込みを受け付けない。

（12）プレーヤーがファイナルクォリファイングトーナメントでツアートーナ
メント、ABEMAツアー（チャレンジトーナメント）の出場資格を取得し
た場合、JGTOの規程に基づきツアーメンバー登録を行わなければな
らない。

（13）日本に居住していない外国人プレーヤーは、日本国内の代理人が必要
である。

（14）外国人プレーヤーは、会場において通訳を伴うこと。

（15）本実施要項に記載されていない新たな事項が発生した場合及び本実施要
項の解釈に疑義が生じた場合、すべての決定権はJGTOが保持している。

（16）JGTOは、本トーナメント出場者の氏名、住所等の個人情報を、公益社団
法人日本プロゴルフ協会、公益財団法人日本ゴルフ協会、各トーナメント
主催者、各トーナメント運営会社その他に対し、トーナメント出場案内

（主催者推薦、予選会、マンデートーナメント等）送付の目的のために
提供する。

（17）義務教育期間中の選手は、ツアープレーヤーとなることができない。

（18）アマチュア資格保持者が、ツアープレーヤー（ファーストクオリファイング
トーナメントの各会場の最終成績で出場総人数の上位90%タイまでの
者に限る）として、2022年度のQTランキングを取得する為には、
2022年12月9日（金）の午後5時までに、アマチュア資格を放棄す
る旨の書面をJGTOに提出しなければならない。尚、各ステージに
おいて、アマチュアがプロの権利を獲得して出場する為には、各トーナメン
ト当週のレジストレーションまでに、アマチュア資格放棄の申請をしな
ければならない。

（19）過去10年間（2012年～ 2021年）に一度でもQTランキングを保持した
ものは、ファーストクォリファイングトーナメント各会場の最終成績で
上位90%タイ以下となった場合でもランキングを付与する。その順位
についてはJGTOが決定する。

（20）プレーヤー以外のコース内の立ち入りは原則禁止とする。但し、指定
練習日等帯同するコーチ及びトレーナーの一部立ち入りを認める場合が
ある。希望する者は、大会本部にてプレーヤー本人が申請をした上で、
了承を得ること。尚、帯同コーチ及びトレーナーの責任は、申請した
プレーヤーが負うものとする。

■アンチ・ドーピングに関して
JGTOではドーピング検査を実施しており、クォリファイングトーナメントも
検査の対象となるので注意すること。

■競技成立
1R～4Rの全日程中止以外は競技成立とする。
競技成立に至らなかったトーナメントについては、当該トーナメントにおける
それまでのスコアは無効となり、別途定める日時において、再度競技を
実施する。



■連絡先

一般社団法人 日本ゴルフツアー機構
〒107-0052　東京都港区赤坂1-3-5　赤坂アビタシオンビル5F
TEL：03-3585-7041　FAX：03-3585-7383　Eメール送信先：qt_jgto@jgto.jp　
HP：https://www.jgto-qt.jp/　 https://www.jgto.org/


