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2017 年度 LPGA プロテスト実施要項 

 

1．プロテスト第１次予選 

（1）受験資格 

最終プロテスト開催年度 4 月 1 日時点で、満 18 歳以上の女子（出生時）で、以下の①～③の中から合計 2 名の推薦が

ある者（ただし、推薦人 2 名のうち 1 名は、LPGA 会員（以下の①又は②の者をいう。以下、本項において同じ。）で

なければならない。） 

①LPGA 在籍 5 年以上のプロフェッショナル会員 

②LPGA 在籍 5 年以上のティーチングプロフェッショナル会員（A 級） 

③全日本ゴルフ練習場連盟に加盟している練習場の責任者 

※LPGA 会員の推薦人は、2011 年度 8 月以前の入会者とする。（インターナショナルプロフェッショナル会員は含まれ

ません。） 

※ティーチングプロフェッショナル会員（A 級）の者が受験する場合、上記①～③の推薦は不要とする。 

※申込時の推薦は、取り下げられない限り、当該年度最終プロテスト終了時まで有効とする。 

（2）日程及び会場 

A 地区：富士 OGM ゴルフクラブ 出島コース（茨城県） 

2017 年 4 月 12 日（水）～4 月 14 日（金） 

B 地区：ココパリゾートクラブ 白山ヴィレッジゴルフコース クイーンコース（三重県） 

2017 年 4 月  5 日（水）～4 月  7 日（金） 

C 地区：美奈木ゴルフ倶楽部（兵庫県） 

2017 年 3 月 29 日（水）～3 月 31 日（金） 

（3）申込方法 

以下の①及び②の手続きをそれぞれ申込締切日までに行わなければならない。 

①LPGA マイページ（LPGA トーナメント専用 WEB サイト）にて、プロテスト第 1 次予選の受験申込及び受験料の

支払手続き 

②次の(4)に定める提出書類を LPGA 事務局に提出する手続き 

※①または②のどちらか一方の手続きが締切日までに完了していたとしても、申込完了にはならない。①（受験料の

決済処理の確定）と②の両方の手続きが完了した時点で、申込完了とみなす。 

（4）提出書類 

＜日本国籍の者＞ 以下の①、②及び③を提出しなければならない。 

＜外国国籍の者＞ 以下の①、④、⑤(在日外国人のみ)及び⑥を提出しなければならない。 

①2017 年度 LPGA プロテスト 受験申込書 

②住民票（コピー不可） 

③戸籍抄本（コピー不可）  

④パスポートの写し 

⑤特別永住者証明書または在留カードの写し（在日外国人の場合） 

⑥日本国内の企業の身元保証書 
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 ※日本語での日常会話が出来ない者は、競技期間中、日本語の通訳を帯同しなければならない。通訳費用は受験者の負 

担とする。 

（5）受験料 

 30,000円〔消費税別〕 

 ※LPGA マイページにて、受験料を支払うこととする。 

【決済方法：クレジットカード決済またはコンビニ(受付番号方式)決済のいずれか】 

（6）申込受付期間 

2016年 11 月 7 日（月）から 12 月 22 日（木）必着 

※受験会場は LPGA マイページ申込先着順とし、申込締切日後に会場通知を行う。 

※LPGA 事務局に提出書類を持参する場合、月曜から金曜（祝祭日を除く）の 9:00 から 17:00 までの間に提出しなけれ 

ばならない。（提出書類に関して、インターネット、電子メール、電話及び FAXによる提出並びに申込締切日後の申 

込みは、理由の如何を問わず受理しない。） 

（7）競技方法 

3 日間 54ホールストロークプレー 

※但し、悪天候またはその他の理由により、54ホール消化できなければ 18ホールで競技成立とするが、期間中に 18 

ホール消化できなかった場合は、別途日程を定め競技の成立を図る。 

※指定練習日に実施予定の「ルール・マナー等の講習」の出席を義務付けとする。講習に出席しない場合、原則として 

プロテスト第 1 次予選出場を認めないものとする。 

（8）通過基準 

各地区の成績上位者をプロテスト第 1 次予選通過者とする。通過人数については会場にて通知する。 

（9）プロテスト第 1次予選免除対象者 

以下の①から⑤のいずれかを満たす者 

①LPGA ステップ・アップ・ツアー優勝者 

②2016年度最終プロテスト出場者 

③2017 年度 TPD 単年登録者 

④過去 3 年間（2014 年～2016年）において、以下の aから cのいずれかに該当する者 

a.日本女子オープンのローアマチュア 

b.日本女子アマチュア選手権の優勝者 

c.日本女子学生選手権の優勝者 

⑤上記の他、LPGA が承認した者 

※上記①については、2016 年度プロテスト第 1 次予選終了後から 2017 年度プロテスト第 1 次予選開催週の前週の日

曜日（2017 年 3 月 26日）までに優勝した者に限るものとする。 

※上記④については複数年資格保持者のプロテスト第 1 次予選免除は 1 度限りとする。 

※上記②〜④の免除申請は原則としてプロテスト第 1 次予選申し込み受付期間内に行わなければならないものとする。 

 

2. プロテスト第 2次予選 

（1）受験資格 
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「1．プロテスト第 1 次予選（1）受験資格」を満たす者のうち、以下の①又は②のいずれかを満たす者 

①2017 年度プロテスト第 1 次予選通過者 

②2017 年度プロテスト第 1 次予選免除者 

（2）日程及び会場 

A 地区：①富岡倶楽部（群馬県）         2017 年 5 月 24 日(水)～5 月 26日(金)   

②ホウライカントリー倶楽部（栃木県）  2017 年 6月 28 日(水)～6月 30 日(金) 

B 地区：①周南カントリー倶楽部（山口県）    2017 年 5 月 10 日(水)～5 月 12 日(金) 

②グランドオークゴルフクラブ（兵庫県） 2017 年 6月 14 日(水)～6月 16日(金) 

（3）申込方法 

LPGA マイページ（LPGA トーナメント専用 WEB サイト）にて、プロテスト第 2 次予選の受験申込及び受験料の支払手続 

きを行わなければならない。 

※プロテスト第 1 次予選免除者は、「1．プロテスト第 1 次予選（4）提出書類」の提出書類を LPGA 事務局まで提出し 

なければならない。 

（4）提出書類 

 プロテスト第 1 次予選通過者は、提出書類は不要とする。 

 プロテスト第 1 次予選免除者は、「1．プロテスト第 1 次予選（4）提出書類」の書類を提出しなければならない。 

（5）受験料 

 80,000円〔消費税別〕 

 ※LPGA マイページにて、受験料を支払うこととする。 

【決済方法：クレジットカード決済またはコンビニ(受付番号方式)決済のいずれか】 

（6）申込受付期間 

 2017 年 4 月 17 日(月)～4 月 21 日(金)（予定） 

※受験会場は LPGA マイページ申込先着順とし、申込締切日後に会場通知を行う。 

（7）競技方法 

6日間 108ホールストロークプレー（3 日間 54ホールストロークプレーを 2回）とし、ストロークをポイント換算し、 

成績順位を決定する。 

※但し、悪天候またはその他の理由により 108ホール消化出来ない場合は、54ホールで競技成立とする。 

※競技成立は 54ホールとするが、72ホールまたは 90ホール消化できた場合はその合計ポイントを適用する。 

※期間中 54ホール消化できなかった場合は、以下の方法により順位を決定する。 

①直近のラウンドのスコア 

②その前のラウンドのスコア 

③直近のラウンドの 18番からのカウントバック 

※各地区の①会場の指定練習日に実施予定の「ルール・マナー等の講習」の出席を義務付けとする。同講習に出席し

ない場合、原則としてプロテスト第 2 次予選出場を認めないものとする。 

（8）通過基準 

18ホール 72 ストローク(パープレー)を 15 ポイントと換算し、1 ストローク 1 ポイントとして、順位を決定する。各

会場 54ホール 216ストロークを 45 ポイントとする。各地区の①会場と②会場の、成績の合計ポイント上位者で、か



 

 4 / 8 

 

つルールテストに合格した者に 2017 年度最終プロテスト受験資格を与える。 

（9）ルールテスト 

各地区の合計ポイント上位者は、競技終了後にルールテストを受験する。ルールテストは 30問出題し、21問以上の正   

解者に 2017 年度最終プロテスト受験資格を付与する。追試は 1回のみ実施し、追試に合格しない場合、2017 年度最終  

プロテストの受験を認めないものとする。 

※事前配布問題から抜粋された 15問、新規問題 15問、計 30問の出題とする。 

※プロテスト第 2 次予選免除対象者は、ルールテスト実施日(②会場の最終日)に希望会場にて受験しなければならない。 

ルールテスト実施日以降に免除対象となった者は別途日程を定める。 

（10）プロテスト第 2次予選免除対象者 

以下の①から⑦のいずれかを満たす者 

①2017 年度 LPGA ステップ・アップ・ツアー優勝者 

②2016年度 LPGAツアー賞金ランキング上位 50 名の者(2017 年賞金シード選手) 

③2016年度日本女子オープンのローアマチュア 

④2016年度日本女子アマチュア選手権の優勝者 

⑤2016年度日本女子学生選手権の優勝者 

⑥2017 年度日本女子アマチュア選手権の優勝者 

⑦上記の他に LPGA が承認した者 

※①については、2017 年度 LPGA 最終プロテストの前週までの優勝者を該当者とする。 

※②～⑤の免除申請は原則としてプロテスト第 2 次予選申込締切日までに行うものとし、免除対象者は事前に LPGA 事 

務局に申し出なければならない。 

 ※⑥については、2017 年度最終プロテストの第 1 日目の 4週間前の日曜日までに競技(2017 年度日本女子アマチュア選 

手権)が終了していることを条件とし、プロテスト第 2 次予選免除は一度限りとする。 

※⑥に該当する者で、2017 年度最終プロテストを受験する意思がある場合、2017 年度最終プロテスト申込締切日まで 

に LPGA 事務局に申し出なければならない。 

 

3. 最終プロテスト 

（1）受験資格 

「1．プロテスト第 1 次予選（1）受験資格」を満たす者のうち、以下の①又は②のいずれかを満たす者 

①2017 年度プロテスト第 2 次予選通過者 

②2017 年度プロテスト第 2 次予選免除者 

（2）日程及び会場 

 小杉カントリークラブ（富山県）  2017 年 7 月 25 日(火)～28 日(金) 

（3）申込方法 

 LPGA マイページ（LPGA トーナメント専用 WEB サイト）にて、最終プロテストの受験申込及び受験料の支払手続きを    

行う。 

※プロテスト第 2 次予選免除者は、「1．プロテスト第 1 次予選（4）提出書類」の提出書類を、LPGA 事務局まで送付し 

なければならない。 
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（4）提出書類 

プロテスト第 2 次予選通過者は、提出書類は不要とする。 

 プロテスト第 2 次予選免除者は、「1．プロテスト第 1 次予選（4）提出書類」の書類を提出しなければならない。 

（5）受験料 

 100,000円〔消費税別〕 

※LPGA マイページにて、受験料を支払うこととする。 

【決済方法：クレジットカード決済またはコンビニ(受付番号方式)決済のいずれか】 

（6）申込受付期間 

 2017 年 7月 7日（金）必着 

（7）競技方法 

4 日間 72ホールストロークプレー。 

 第 3 ラウンド(54ホール)終了時点で、①80位タイまでの者、または、②20位に 8打差までの者のうちいずれか人数の 

多い方を第 4 ラウンドへの出場有資格者とする。72ホールを終了できなかった場合は予備日を使用する。また、予備 

日を使用してもなお 72ホールを終了できなかった場合は競技を短縮する。本競技は”54ホール終了”をもって成立す 

る。 

（8）合格基準 

 第 4 ラウンド(72ホール)終了時点でスコア上位より第 20位タイまでの者を合格者とする。 

（9）その他 

最終プロテスト合格者第 1位の者には、最終プロテストが終了した日の翌週よりその年度内の LPGAツアー競技（但し、 

LPGAツアーチャンピオンシップ、日本女子オープン、特別公認競技は除く）への出場資格を与える。第 1位が複数名 

の場合、優先順位を下記の通りとし、出場権利者は 1 名とする。 

ⅰ) 最終ラウンドのスコア 

ⅱ) 第 3 ラウンドのスコア 

ⅲ) 第 2 ラウンドのスコア 

ⅳ) 最終ラウンドの 18番ホールからのカウントバック 

 

4．入会について 

（1）入会日 

入会式をもって入会日とする。 

（2）入会説明会 

入会式の日に入会説明会を行い、入会に際しての必要書類の説明や諸規定の説明を行う。入会説明会に欠席した者に

ついては、原則として入会を認めないものとする。 

 

5．入会後について 

（1）ルーキーキャンプ 

最終プロテスト合格者で LPGA 会員となった者は、会員となった日の属する年度に開催されるルーキーキャンプに参加

しなければならない。ルーキーキャンプは原則として日本女子プロゴルフ選手権大会にて実施する。対象者の自己都
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合による欠席は認めないものとする。「病気または身体上の故障の発生」あるいは「一身上の突発的重大問題」などに

より、TPD事業部が欠席を認めた場合においては、対象者は翌年度のルーキーキャンプに参加するものとする。 

ルーキーキャンプ参加義務免除対象者は、以下の通りとする。 

①対象者のうち、入会年度を含み 2 年連続して日本女子プロゴルフ選手権大会に出場した者又は国際ツアー登録

を取得した者。 

②「病気または身体上の故障の発生」あるいは「一身上の突発的重大問題」などのため TPD事業部が欠席を認め

た者で、かつ、欠席した日の属する年度の翌年度より 2 年連続して日本女子プロゴルフ選手権大会に出場した

者又は国際ツアー登録を取得した者。 

③その他 TPD事業部が認めた者。 

（2）新人セミナー 

最終プロテスト合格者は、入会年度より受講回数が 2 回に満つるまで新人セミナーを受講しなければならず、この義

務を怠った場合(正当な理由に基づく欠席を含む。)は、入会年度から通算して 3 年目以降は自己の費用をもって受講

しなければならない。また、海外のクォリファイングスクール及び海外トーナメントの出場を理由に新人セミナーを

欠席することができないものとする。 

 

6．注意事項 

（1）競技規則 

※日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、2017 年 LPGA ローカルルールおよび競技の条件、各競技の追加ローカルルールを 

適用します。 

（2）申込みについて 

※申込み完了の確認は受験者本人の責任とします。申込書類又は提出書類に不備があった場合、その不備が補正され 

ないときはその申込みを受け付けません。 

※プロテスト 1 次予選、プロテスト 2 次予選の受験会場は 2017 年度より先着順にて決定します。申込みは受験料の決 

済処理が確定した時点で申込完了とします（ただし、提出書類を提出する必要がある場合には、受験料の決済処理の 

確定と提出書類の提出手続きとの両方が完了した時点で、申込完了とする。）。各地区の定員がありますので、必ずし 

も第 1希望の会場にはならないことをお含みおきください。 

※申込締切日後の受験料は、原則として返金できません。申込受付期間内に受験をキャンセルする場合は、速やかに 

LPGA に申し出て下さい。 

※プロテスト受験者は、必ず本名で受験して下さい。プレーヤー名などは認めません（TPD 単年登録者を除く。）。尚、 

外国籍の者は漢字表記の名前であっても、原則としてカタカナ表記での登録とします。 

※推薦人欄の記入は必ず推薦者本人の署名でなければなりません。本人の署名と見受けられない場合は申込みを受け付 

けません。 

※個人情報（所属や郵便物送付先等）の変更がある場合、速やかに LPGA マイページにて変更を行って下さい。また、 

推薦者（LPGA 会員）にその旨連絡して下さい。 

 ※各予選の免除対象者について、原則として LPGA からの案内はありません。免除対象者は、各自で確認の上 LPGA まで

お問合せ下さい。 

 ※各予選の免除資格は年度毎に設定しておりますので、前年度の免除資格が変更になることがあることをお含みおき下
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さい。免除資格は原則として当該年度限り有効であり、翌年以降に持ち越すものではありません。 

（3）アマチュア資格 

※日本ゴルフ協会の「アマチュア資格規則」の規定により、プロテストを受験してもアマチュア資格を喪失しません。 

尚、アマチュア資格を保持しようとする方で、今後行う行為が規則に適合するか否か疑問がある場合は、日本ゴルフ 

協会〔TEL:03-3566-0003〕へ問い合わせることをお勧めします。 

（4）出場に際して 

※服装について、ゴルファーとして望ましいウェアでプレーして下さい。期間中は迷彩柄ウェア、カーゴパンツ、ジー 

ンズ、Ｔシャツ類の着用を禁止します。 

また、ゴルフ場来場の際は必ず上着を着用して下さい。スニーカーは禁止とします。同行者についても必ず上着を着 

用し来場することを徹底して下さい。 

※日本語での日常会話が出来ない者は日本語の通訳を帯同して下さい。通訳費用は受験者の負担とします。 

※プロテスト（プロテスト第 1 次予選、プロテスト第 2 次予選及び最終プロテストを含む。以下、本項において同じ。） 

に出場した者（申込みをしたが出場しなかった者を含む。以下「プロテスト出場者」といいます。）が、次の行為を 

したと LPGA が認めるときは、LPGA は、当該プロテスト出場者に対し、口頭又は書面により意見を述べる機会その他 

弁明の機会を与えた上で、プロテスト、QT又は LPGA のトーナメントへの一定期間の出場の禁止又は出場資格の取消 

その他の処分を科すことができます。 

(1)本実施要項及びプロテスト実施要項その他 LPGA の規定に違反する行為 

(2)日本ゴルフ協会ゴルフ規則、LPGA ローカルルール及び競技の条件に違反する行為 

(3)正当な理由なしにプロテストを欠場又は棄権する行為 

(4)プロテスト出場者、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 

(5)その他 LPGA の名誉、信用を損ない、又はゴルファーとしての品位を損なう行為 

(6)法律、命令、規則その他の法令（条例を含む。）に違反する行為 

※入れ墨、タトゥーを施している選手は、プロテストに出場できません。もし発見した場合は、即座に退場を命ずる事 

があります。 

（5）同行者 

※各競技期間中に、出場者の関係者(以下「同行者」という。)が来場する場合、防犯上の理由により、必ず前週の金曜 

日午後 5 時までに LPGA マイページより申請して下さい。なお、LPGA 会員が来場する場合は、事前申請は不要です。 

但し、LPGA 会員は必ず LPGA ルームにて会員証を提示して下さい。 

※上記申請がない場合は、いかなる場合も会場の敷地内に入場することは認めません。また、上記申請をした場合で 

も、同行者が勝手な行動をした場合は、退場を命ずることもあります。 

 ※プロテスト会場は、LPGA が発行しているコーチバッジ、トレーナーバッジ、マネージャーバッジでは入場できませ 

ん。選手が必ず同行者申請を行い、同行者バッジにて入場するようにして下さい。 

※同行者の方もゴルフ場に来場する服装でお越し下さい。上着を持参して下さい。(スニーカー不可)  

※同行者の会場内における写真撮影は一切禁止です。 

※競技期間中（指定練習日を含む。）は、出場者以外のコース内への立ち入りを禁止します。 

（6）その他 

※本要項に記載されていない新たな事項が発生した場合、総ての決定権は LPGA が保有します。 
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7．個人情報に関して  

受験者は、申込みに際し、「2017 年度 LPGA プロテスト受験申込書」または「LPGA マイページ」により、LPGA が取得

する受験者の個人情報を次の目的の範囲内で他に提供（公表）することについて、予め同意することを要します。 

①2017 年度 LPGA プロテスト（以下「プロテスト」という）受験資格の審査。  

②プロテストの開催及び運営に関する業務。これは、 

(1)受験者に対する競技関係書類（実施要項の発送）、 

(2)プロテストの開催に際し、プロテスト関係者（プロテスト開催ゴルフ場、報道関係者を含む）に対する 

受験者の氏名、住所、所属先その他選手紹介情報並びにプロテストの競技結果の公表することを含む。 

③この申込書または LPGA マイページによる受験者の個人情報と、プロテストにおける競技結果の記録の保存、

並びにプロテスト終了後において必要に応じ、上記②(2)記載の公表事項の適宜の方法により公表すること。 

④トーナメント出場案内（主催者推薦、選考会等）送付の目的のため、受験者の氏名、住所等の個人情報をトー

ナメント主催者、トーナメント運営会社、その他に対して提供すること。 

 

8．肖像権に関して 

受験者は、受験申込みに際し、プロテストに関して、LPGA 又は LPGA の許可を受けた者により、写真、映画、テレビ、

ラジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその出場プロテストに関する肖像権、著

作権をすべて LPGA に譲渡するものとします。 

 

9．その他 

受験者は以下の注意事項に同意した上で、競技に参加するものとします。 

①プロテストは、気温、湿度においても大変厳しい環境の下で行われるものです。受験者は各自、健康状態につ

いて十分チェックした上で競技に参加してください。プロテスト期間中に体調に異常（妊娠又は出産に関係す

るあらゆる事態を含みます。）が生じた場合は、速やかに参加を中止するものとします。 

②ゴルフ場ではゴルファー保険に加入しています。LPGA はプロテストに際し、障害の応急措置を行える準備は

しておりますが、それを超える障害・事故への対応については、LPGA は一切責任を負いません。 

③競技中の危険、器具の利用や施設・設備の利用によって起こる怪我の危険は、受験者が一切の責任を負うもの

であり、LPGA は一切責任を負いません。 

④競技への参加は受験者個人の判断でなされたものであり、万一、死亡、負傷、盗難又は紛失その他の事故（妊

娠又は出産に関係するあらゆる事態を含みます。）が生じた場合、全て受験者個人の責任と費用で処理し、LPGA

に何らの迷惑又は損害を与えず、LPGA に対する責任を一切問わないものとします。 

⑤競技続行の可否については LPGA の判断に従うものとする。競技続行の可否についての判断について、LPGA は

一切責任を負いません。 

 

【問い合わせ先】 

一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（略称：LPGA） 

プロテスト担当：斉藤、増田 


