
 ・（　）内は出場有資格期限　
(1) ツアートーナメント賞金ランキング第1位者　  ・網掛は資格重複

 ・二重線はツアーメンバー未登録者
3　’19 今平　周吾 （～2025）  ・一重線は出場義務競技数に達していない者

1　’17 宮里　優作 （～2023） 4　’20-21　 C・キム （～2026）  ・＠　アマチュア
2　’18 今平　周吾 （～2024） 5　’22　 比嘉　一貴 （～2027）

(2) 日本ゴルフツアー選手権、日本オープンゴルフ選手権又は日本プロゴルフ選手権の優勝者　

1　’17 S・ノリス （～2023） 1　’17 池田　勇太 （～2023） 1　’17 （～2023）
2　’18 市原　弘大 （～2024） 2　’18 稲森　佑貴 （～2024） 2　’18 （～2024）
3　’19 堀川　未来夢 （～2025） 3　’19 C・キム （～2025） 3　’19 （～2025）

4　’20-21 木下　稜介 （～2026） 4　’20-21 稲森　佑貴 （～2026） 4　’20-21 （～2026）
5　’22 比嘉　一貴 （～2027） 5　’20-21 S・ノリス （～2026） 5　’22 （～2027）

6　’22 @蟬川　泰果　※1 （～2027）

(3) ゴルフ日本シリーズの優勝者　

1　’19 石川　遼 （～2023）
2　’20-21 C・キム （～2024）
3　’20-21 谷原　秀人 （～2024）

4　’22 谷原　秀人 （～2025）

(4) ツアー各トーナメントの優勝者　　（その年と翌年から２年間）

NO. NO.
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27
28
29
30

※コロナウィルス感染症入国保障制度適用者
1 Ｊ・ジェーンワタナノンド 
2 金　庚泰
3 朴　相賢
4 崔 虎星

(5) 前年度ツアートーナメント賞金ランキング上位６５名までの者　

1 比嘉 一貴 18 香妻 陣一朗 35 杉山 知靖 52 市原 弘大
2 星野 陸也 19 Ａ・クウェイル 36 李 尚熹 53 幡地 隆寛
3 岩﨑 亜久竜 20 時松 隆光 37 植竹 勇太 54 勝俣 陵
4 堀川 未来夢 21 木下 稜介 38 小林 伸太郎 55 田村 光正
5 桂川 有人 22 出水田 大二郎 39 竹安 俊也 56 宮本 勝昌
6 岩田 寛 23 片岡 尚之 40 佐藤 大平 57 Ｊ・パグンサン
7 Ｃ・キム 24 久常 涼 41 片山 晋呉 58 平田 憲聖
8 大槻 智春 25 清水 大成 42 Ｊ・クルーガー 59 中島 啓太
9 河本 力 26 小平 智 43 嘉数 光倫 60 黄 重坤
10 石川 遼 27 Ｓ・ビンセント 44 小田 孔明 61 吉田 泰基
11 稲森 佑貴 28 大岩 龍一 45 鍋谷 太一 62 小西 貴紀
12 今平 周吾 29 金谷 拓実 46 近藤 智弘 63 張 棟圭
13 大西 魁斗 30 長野 泰雅 47 Ｈ・Ｗ・リュー 64 塚田 陽亮
14 谷原 秀人 31 Ｔ・ペク 48 杉本 エリック 65 Ｈ・リー
15 池村 寛世 32 Ｊ・デロスサントス 49 阿久津 未来也 66 宮里 優作
16 Ｂ・ケネディ 33 朴 相賢 50 石坂 友宏 67 小鯛 竜也
17 池田 勇太 34 永野 竜太郎 51 宋 永漢 68 Ｂ・ジョーンズ

69 貞方 章男
70 木下 裕太

　
※コロナウィルス感染症入国保障制度適用者

71 M・ヘンドリー

(6) １９７３年ツアー制施行後に２５勝した者　（翌週から永久）

1 青木　　功   資格制定前に達成
2 尾崎　将司   資格制定前に達成
3 中嶋　常幸   資格制定前に達成
4 倉本　昌弘   '’92．10．25に達成
5 尾崎　直道   '’97． 7．13に達成
6 片山　晋呉   '’08．10．19に達成

(7) 特別表彰を受けた者　（当該年度を含む１０年間）

松山　英樹

星野　陸也

比嘉　一貴

ダンロップフェニックス

For The Players By The Players

 ・※１　優勝時以降にプロ転向

ゴルフ日本シリーズJTカップ

東建ホームメイトカップ
関西オープン

中日クラウンズ
ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ
ゴルフパートナーPRO-AM
ミズノオープン
BMW日本ゴルフツアー選手権
ASO飯塚チャレンジドゴルフ
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP
日本プロゴルフ選手権
セガサミーカップ
Sansan KBCｵｰｶﾞｽﾀ
フジサンケイクラシック
Shinhan Donghae Open

ブリヂストンオープン
日本オープン

三井住友VISA太平洋
ダンロップフェニックス

ゴルフ日本シリーズJTカップ

SMBCシンガポールオープン
フジサンケイクラシック
日本オープン
三井住友VISA太平洋
ダンロップフェニックス

東建ホームメイトカップ
関西オープン
中日クラウンズ

大槻　智春
@蟬川　泰果　※1

河本　力

日本プロゴルフ選手権

Ｓ・ビンセント
比嘉　一貴
池村　寛世岩田　寛
稲森　佑貴

堀川　未来夢
岩田　寛
河本　力

大西　魁斗

 金　成玹 
比嘉　一貴

 金　成玹 
 堀川　未来夢

星野　陸也
稲森　佑貴

香妻　陣一朗
金谷　拓実

C・キム

M・クーチャー

ISPS HANDA ツアートーナメント

2022年　（～2024）

香妻　陣一朗
比嘉　一貴
桂川　有人
稲森　佑貴
今平　周吾
今平　周吾

小林　伸太郎
日本オープン @蟬川　泰果　※1

ISPS HANDA ツアートーナメント
ゴルフ日本シリーズJTカップ

ANAオープン

セガサミーカップ
Sansan KBCｵｰｶﾞｽﾀ
フジサンケイクラシック

パナソニックオープン
バンテリン東海クラシック 堀川　未来夢

石川　遼
比嘉　一貴

C・キム
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP

浅地　洋佑 谷原　秀人

今平　周吾
 S・ビンセント

＠中島　啓太 ※1

 S・ビンセント

C・キム池村　寛世

C・キム

2023年開幕から5試合

谷原　秀人

堀川　未来夢
谷原　秀人

杉山　知靖
S・ノリス

三井住友VISA太平洋

片岡　尚之

木下　稜介
木下　稜介

カシオワールドオープン
マイナビABCチャンピオンシップ

ミズノオープン
日本ゴルフツアー選手権
ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ・ｽﾘｸｿﾝ福島ｵｰﾌﾟﾝ

ゴルフパートナーPRO-AM

ANAオープン
パナソニックオープン
バンテリン東海クラシック

マイナビABCチャンピオンシップ

カシオワールドオープン

JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP
ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ

2023年開幕から4試合
2023年開幕から4試合

2023年開幕から1試合

2023年開幕から4試合

2022.12.27

２０２３年度 ジャパンゴルフツアー・ツアートーナメント出場有資格者リスト 

日本ゴルフツアー選手権 　　　　日本オープンゴルフ選手権       　　日本プロゴルフ選手権

宮里　優作
谷口　徹
石川　遼

金谷　拓実
星野　陸也

星野　陸也

Ｊ・パグンサン
S・ノリス

2020-2021年　（～2023）
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(8) 会長が推薦する者　（そのツアートーナメント）

(9) ツアー各トーナメントの優勝者　（翌年から５年間そのツアートーナメント）

(10) 前年度ツアー各トーナメントの成績上位１０位以内の者　（そのツアートーナメント）
※コロナウィルス感染保障制度適用者

白 佳和 2023年開幕戦より2試合

(11) 直近のツアートーナメントで成績上位１０位以内の者　（その年度内に行われる直後のツアートーナメント）

(12) 前年度ABEMAツアー（チャレンジトーナメント）賞金ランキング第１位者　

大堀　裕次郎 2023年

(13) 前年度ＱＴランキング第１位者　

1 篠　優希 2023年

(14) ABEMAツアー（チャレンジトーナメント）で年間３勝した者　（その年の残りのツアートーナメント）

(15) ＪＧＴＯが指定するABEMAツアー（チャレンジトーナメント）優勝者　（ＪＧＴＯが指定するツアートーナメントへの出場に限る）

(16) JGTツアーメンバーでUSPGAツアー又はヨーロピアンツアーのツアーメンバー資格取得者で、
　　  (1)～(5)、(17)、(18)の出場資格を失うこととなった者　

(17) ワールドカップの日本代表出場者又は日韓対抗戦の日本代表出場者
　　　（キャプテン推薦又はリザーブにより出場した者を除く）　 

(18) ツアートーナメント複数競技優勝者　　

年間２勝 年間３勝以上

　’19 浅地　洋佑 （～2023） 　’19  石川　遼 （～2024）
　’19 今平　周吾 （～2023） 　’20-21 星野　陸也 （～2025）

　’20-21 金谷　拓実 （～2024） 　’20-21 C・キム （～2025）
　’20-21 木下　稜介 （～2024） 　’22 比嘉 一貴 （～2026）
　’20-21 S・ビンセント （～2024）
　’20-21 S・ノリス （～2024）
　’20-21 谷原　秀人 （～2024）

　’22 稲森　佑貴 （～2025）
　’22 今平　周吾 （～2025）
　’22 河本　力 （～2025）
　’22 堀川 未来夢 （～2025）
　’22 @蟬川　泰果　※1 （～2025）

(19) １９７３年ツアー制施行後の生涯獲得賞金ランキング上位２５位以内の者　（適用年度として本人が選択する１年間）
（ →資格適用済 ）

1 尾崎　将司 11 B・ジョーンズ 21 鈴木　 亨 （'12年済）
2 片山　晋呉 12 手嶋　多一 （'20-21年済） 22 D・イシイ （'05年済）
3 谷口　 徹 13 倉本　昌弘 23 飯合　肇 （'07年済）
4 中嶋　常幸 14 伊澤　利光 （'17年済） 24 丸山茂樹
5 尾崎　直道 15 小田　孔明 25 渡辺　司 （'05年済）
6 藤田　寛之 （'22年済） 16 青木　功
7 池田　勇太 17 金　 庚泰
8 谷原　秀人 18 近藤　智弘
9 宮本　勝昌 19 宮里　優作
10 石川　遼 20 深堀圭一郎 （'17年済）

(20) トーナメント規程第３１条に規定する特別保障制度の適用を受けた者　

1 重永亜斗夢 (復帰後20試合)
2 高山　忠洋 (復帰後1試合)
3 上井  邦浩 (復帰後4試合)

(21) 前年度ABEMAツアー（チャレンジトーナメント）賞金ランキング上位１９名 ［ 上記(1)～(7)、(12)、（13）、(16)～(19)の出場資格を有する者を除く ］
      （第１回リランキングまでに係る出場資格とする）

1 小木曽 喬 6 田中 裕基 11 大内 智文 16 呉 司聡
2 西山 大広 7 原 敏之 12 若原 亮太 17 日高 将史
3 松本 将汰 8 杉原 大河 13 遠藤 健太 18 高野　碧輝
4 小林 正則 9 比嘉 拓也 14 金子 駆大 19 尾崎　慶輔
5 副田 裕斗 10 山田 大晟 15 野呂 涼

(22) 前年度ＱＴランキング上位２０位までの者［ 上記(12)の出場資格を有する者を除く ］
      （第１回リランキングまでに係る出場資格とする）

1 武藤　俊憲 6 米澤　蓮 11 安森　一貴 16 石過　功一郎
2 竹谷　佳孝 7 細野　勇策 12 小浦　和也 17 Ａ・エバンス
3 伴　真太郎 8 平本　穏 13 岡村　了 18 Ｄ・ペリー
4 海老根　文博 9 砂川　公佑 14 Ｓ・Ｊ・パク 19 三島　泰哉
5 坂本　雄介 10 前田　光史朗 15 内藤　寛太郎

※（21）と（22）の相互間における出場優先順位は、（21）の上位者、（22）の上位者の順で交互とする。

（23） 前年度QTランキング上位者
      （ 第1回リランキングまでに係る出場資格とする）
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