本要項は、LPGA が実施する LPGA クォリファイングトーナメントのエントリーに関する事項について定めるものである。ただし、本要項に
定めのない事項については、別途定める LPGA クォリファイングトーナメント規定及び実施要項の定めによるものとする。また本要項、別
途定める LPGA クォリファイングトーナメント規定及び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、全ての決定権は LPGA
が保有している。

2018 年度 LPGA ツアー クォリファイングトーナメント（QT）
エントリー要項
1.出場資格・エントリー期間・エントリーフィ
ステージ
ファースト QT

出場資格

エントリー

エントリー

開始予定日

締切日

4/2（月）

5/11（金）

10:00

17:00

エントリーフィ（税別）
LPGA 会員

LPGA 非会員

QT 開催年度 4 月 2 日時点で満 18 歳以上の女子
（出生時）
※JGA/USGA HDCP Index5.0 以下程度の実力を有

\50,000

する者を推奨する。
セカンド QT

① LPGA 会員
② 2018 年度 TP 単年登録者
③ ファースト QT からの進出者
④ 上記以外で LPGA が承認した者

サード QT

8/1（水）
10:00

9/7（金）

出場資格

17:00

\40,000

\50,000

\50,000

\100,000

\50,000

\100,000

発生後

① 2018 年度 LPGA ツアー「樋口久子三菱電機レディ
スゴルフトーナメント」終了時点の LPGA 賞金ランキン

10/29（月）

グ 70 位までの者（いかなる場合においても、繰り下げ

10:00

は行わない。）
② 2018 年度ステップ・アップ・ツアー各競技の優勝者
（臨時プロ登録者を含む。）
③ 2018 年度ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング 6 位
から 10 位の者（いかなる場合においても、繰り下げは

11/9（金）
10/22（月）

17:00

10:00

行わない。）
④ セカンド QT からの進出者
⑤ 上記以外で LPGA が承認した者
ファイナル QT

11/5（月）
10:00

① 2018 年度 LPGA ツアー「大王製紙エリエールレディス
オープン」終了時点の LPGA 賞金ランキング 56 位か
ら 60 位の者（いかなる場合においても、繰り下げは
行わない。）
② 2018 年度の LPGA ツアーのシード選手で、翌年度の
シード権を獲得できなかった者
③ 2018 年度トーナメント特別保障制度適用者で、

出場資格
発生後

17:00

翌年度のシード権を獲得できなかった者
④ 2018 年度ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング 2 位
から 5 位の者（いかなる場合においても、繰り下げは
行わない。）
⑤ サード QT からの進出者
⑥ 上記以外で LPGA が承認した者

11/23（金）

11/22（木）
19:00

2.競技日程・会場
ステージ
ファースト QT

セカンド QT

サード QT

地区

競技日程

会場

A

8 月 29 日（水）～8 月 31 日（金）

五浦庭園カントリークラブ（福島県）

B

8 月 8 日（水）～8 月 10 日（金）

静岡カントリー浜岡コース＆ホテル（静岡県）

C

8 月 29 日（水）～8 月 31 日（金）

ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコース（三重県）

D

8 月 8 日（水）～8 月 10 日（金）

よみうりカントリークラブ（兵庫県）

A

10 月 31 日（水）～11 月 2 日（金）

烏山城カントリークラブ（栃木県）

B

10 月 31 日（水）～11 月 2 日（金）

こだまゴルフクラブ（埼玉県）

C

10 月 31 日（水）～11 月 2 日（金）

伊勢カントリークラブ（三重県）

D

10 月 31 日（水）～11 月 2 日（金）

ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ（福岡県）

A

11 月 20 日（火）～11 月 22 日（木）

葛城ゴルフ倶楽部（静岡県）

B

11 月 20 日（火）～11 月 22 日（木）

山陽ゴルフ倶楽部（岡山県）

11 月 27 日（火）～11 月 30 日（金）

東急グランドオークゴルフクラブ（兵庫県）

ファイナル QT

※12 月 1 日（土） 予備日

3．エントリー詳細
(1)エントリー方法
① LPGA マイページ（LPGA トーナメント専用ウェブサイト）にて、QT 各ステージのエントリー及びエントリーフィの支払い手続きを行うこと。
② LPGA マイページにて、直近 3 ヶ月以内に撮影した顔写真をアップロードすること。
③ 別途定める提出書類を LPGA が指定する送付先住所へ送付すること。（LPGA 会員及び TP 単年登録者以外の初回エントリー時）
上記①、②の手続き完了、ならびに上記③の提出書類が指定送付先住所へ到着したことをもってエントリー完了とみなす。
※①、②のマイページ上の手続き、③の提出書類を確認後、LPGA から各自の登録先メールアドレスに、「【LPGA】提出書類確認完了のお
知らせ」メールが送信される（返信不可）。このメールをもって、エントリー完了を通知することとする。
※2018 年よりエントリー時における LPGA 会員他の推薦は不要とする。尚、TP 単年登録をする際には LPGA 会員の推薦が必要となる。
※書類の提出は当該年度初回のエントリー時のみとする。LPGA 会員及び TP 単年登録者の書類提出は不要。
※LPGA マイページの申し込み締め切りは当該締切日の 17:00 までとする。
※LPGA マイページ URL：https://sys.lpga.or.jp/mypage/signin

⇒

≪LPGA マイページのアカウントの取得方法≫
LPGA オフィシャル WEB サイトの QT エントリーページから、LPGA マイページへの登録を行うこと。
登録後にメールにて通知された URL へログインすると、エントリー開始日より QT のエントリー及びエントリーフィの支払い手続きが可能となる。
※アカウントを保持しているか不明な場合は、LPGA 事務局まで問い合わせること。

(2)顔写真のアップロード
LPGA マイページにて、直近 3 ヶ月以内に撮影した顔写真（証明写真）をアップロードすること。
※スマートフォンでの撮影は可とするが、無帽・無背景・正面から上 3 分身を写したものとする。
※正面を向いていない、背景がある、光が反射している、ブレている（不鮮明）、目が隠れている、目をつむっている、
影がある、サングラス着用の写真は不可とする。また、既存の写真を撮影したもの（写真の写真）は不可とする。

(3)提出書類
LPGA 会員及び TP 単年登録者以外の者は、初回エントリー時において、下記の内容に従い、必要な提出書類を LPGA が指定する送付先住
所へ送付すること。

日本国籍の者

①顔写真付きの身分証明書の写し

※パスポート、運転免許証、住民基本台帳カード

②親権者同意書（未成年の場合のみ）
外国籍の者

①パスポートの写し
②親権者同意書（未成年の場合のみ）

※日本国籍の者で①を保持していない者は、「健康保険証、学生証、社員証」いずれかの写しを提出すること。
※在日外国人で①を保持していない者は、「特別永住者証明書」、または「在留カード」の写しを提出すること。
※提出書類の締切は締切日当日の消印有効とする。
※身分証明書の写しは A4 サイズの用紙での提出が望ましい。なお、身分証明書の拡大は不要とする。
※提出書類を LPGA に直接持参する場合、受付時間は平日の 10 時～17 時とする。尚、持参の際は必ず LPGA スタッフに受け渡すこと。

≪LPGA が指定する送付先住所≫
〒104-0061 東京都中央区銀座 7-16-3 日鐵木挽ビル 8 階 TEL.03-3546-7801
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 トーナメント事業部 QT 担当 宛

(4)エントリーフィの支払い
LPGA マイページにて、エントリーフィの支払い手続きを行うこと。
決済方法はクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払いを選択することができる。
※利用可能クレジットカード：VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS
※支払い可能コンビニエンスストア：セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、サークル K・サンクス、ミニストップ、セイコーマート

(5)各ステージの出場地区の決定方法
ファースト QT

マイページでのエントリーの先着順にて決定する。
エントリーの際に希望する出場地区を選択すること。

セカンド QT

セカンド QT エントリー締切時点の、マイページに登録されている現住所

サード QT

にて決定する。

ファースト QT 地区案内通知：
2018 年 6 月中旬（予定）
セカンド QT 地区案内通知：
2018 年 9 月中旬（予定）

※ファースト QT 各地区において希望者が定員を超えた場合、定員に達した時点以降にエントリーをした者の出場地区の決定は LPGA が行うも
のとし、当該出場希望者はこれに同意するものとする。
※決定した出場地区は、如何なる場合でも変更することはできない。
※エントリー人数により、各ステージの地区数が増減（含日程変更）する場合がある。
※地区数が増減する場合の出場地区については、締切り後に再度マイページにて希望地区のアンケートを取り、決定する。但し、地区決定は 2
回目の希望を出した先着順ではなく、当初のエントリー開始日から締切日までの順番で、2 回目の希望を優先することとする。

(6)エントリーに際しての注意事項
① エントリー完了の確認は QT 出場希望者（以下、「出場希望者」という。）本人の責任とする。出場希望者本人が LPGA に問い合わせるも
のとし、これらを怠ったために出場ができなくなったとしても LPGA はその責任を負うものではない。
② マイページ上の全ての手続き、提出書類を確認後、LPGA から各自の登録先メールアドレスに、「【LPGA】提出書類確認完了のお知らせ」メー
ルが送信される（返信不可）。このメールをもって、エントリー完了を通知することとする。
③ 締切日以降のエントリーは、理由の如何を問わず一切受け付けない。また、締切後の書類及びエントリーフィは返却しない。
④ 電話、メール、ファックスでのエントリーは受け付けない。
⑤ エントリー完了後、LPGA が出場希望者に対して QT 出場に相応しくないと判断した場合、LPGA はその出場希望者のエントリーを無効にする
ことができる。
⑥ 出場希望者の登録氏名は原則として本名とする。尚、外国籍の者は漢字表記の氏名であっても、カタカナ表記での登録とする。他国の競技で

プレイヤーズネームをすでに使用している場合はその氏名の登録を認める。
⑦ エントリー後に個人情報の変更がある場合、速やかに LPGA マイページにて変更申請を行うこと。
⑧ 各ステージの出場資格について、資格を保持している者に LPGA からその旨の通達は行わない。各ステージの出場資格を保持している者
は、本人の責任においてエントリー期間中にエントリーを行うものとする。

4.競技方法・次ステージへの進出
ステージ

競技方法

次ステージへの進出

ファースト QT

① 3 日間・54 ホールストロークプレー

① 各地区出場人数の 20％タイまでの者がセカンド QT に進出

② 18 ホールで競技成立とするが、期間中に 18 ホール

する。ただし、ファースト QT の出場人数の合計が 500 名を超

を消化できなかった場合は、別途日程を定め競技の

えた場合は、セカンド QT への進出人数は全地区合計で

成立を図る。

100 名を上限とする。
② 各地区からの進出人数は、各地区で第 1 ラウンド全組スター
ト終了後に発表する。

セカンド QT

① 3 日間・54 ホールストロークプレー

① 競技終了時点で各地区上位者がサード QT に進出する。

② 順位がタイの場合は「第 3 ラウンドのスコア→第 2 ラ

② 各地区からの進出人数の目安は、各地区で第 1 ラウンド全

ウンドのスコア→第 3 ラウンドの 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。
③ 18 ホールで競技成立とするが、期間中に 18 ホール
を消化できなかった場合は、別途日程を定め競技の

組スタート終了後に掲示にて発表する。
③ サード QT への出場人数最終決定は、2018 年度の週番号
46 週に開催される LPGA ツアーの競技終了時点（11 月
18 日）とする。

成立を図る
サード QT

① 3 日間・54 ホールストロークプレー

① 競技終了時点で各地区上位者がファイナル QT に進出する。

② 順位がタイの場合は「第 3 ラウンドのスコア→第 2 ラ

② 各地区からの進出人数の目安は、各地区で第 1 ラウンド全

ウンドのスコア→第 3 ラウンドの 18 番ホールからのカ

組スタート終了後に掲示にて発表する。

ウントバック」により順位を決定する。
③ 54 ホールで競技成立とするが、予備日を使用しても
なお 54 ホールを消化できなかった場合のみ、36 ホ
ールで競技成立とする。
ファイナル QT

① 4 日間・72 ホールストロークプレー
② 順位がタイの場合は「第 4 ラウンドのスコア→第 3 ラ
ウンドのスコア→第 2 ラウンドのスコア→第 4 ラウンド
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。
③ 72 ホールで競技成立とするが、予備日を使用しても
なお 72 ホールを消化できなかった場合のみ、36 ホ
ールで競技成立とする。

※エントリー人数により、各ステージの会場数が増減する場合がある。
※サード QT の各会場の出場人数は原則として 102 名までとするが、セカンド QT からサード QT への進出比率を各地区同比率にするため、102
名に満たない場合がある。
※ファイナル QT の出場人数は原則として 102 名までとする。
※QT 規定第 5 条第 1 項および第 2 項で定める QT ランキングリストに基づき、翌年度の LPGA ツアー競技（ただし、別途定められるリランキン
グ制度において定められる第 1 回目のリランキング実施競技の直前の競技まで）及び LPGA ステップ・アップ・ツアー競技への出場資格が付与
される。

5.選手帯同者
(1)帯同キャディー
① ファイナル QT のみ帯同キャディーを認める。但し、原則として指定練習日から帯同することとし、本戦からの帯同は認めない。
② 帯同キャディーに関する全ての責任は選手が負うものとする。

(2)帯同コーチ・帯同トレーナー
QT 規定第 9 条にて定める通りとする。

(3)通訳
QT 規定第 9 条にて定める通り、日本語対応に支障がある選手は、日本語の通訳ができる通訳者を選手自身の責任において手配しなければな
らない。
※会場内に掲示するインフォメーション、競技規則、アナウンス等は全て日本語とする。
※LPGA は、上記の違反者に対し、QT 規定第 11 条により、会場からの退場を命ずることができる。

(4)同行者
① 選手の関係者（以下、「同行者」という。）の来場は、選手 1 名につき原則 2 名までとする。
② 同行者に関する全ての責任は受験者が負うものとする。
③ 同行者が、LPGA が各ステージ及び会場で定める事項を遵守しない場合、LPGA は当該同行者に対し、即座に会場からの退場を命ずること
ができる。
④ 競技期間中（含指定練習日）は、選手以外のコース内への立ち入りを一切禁止する。

6.その他
(1)アマチュア資格
日本ゴルフ協会発行のアマチュア資格規則では、TP 単年登録をした時点でアマチュア資格を喪失する。
QT に出場しても、TP 単年登録をしない限りアマチュア資格は喪失しない。
詳細については、（公財）日本ゴルフ協会（TEL：03-3566-0003）まで問い合わせること。

(2)TP 単年登録
① ファイナル QT で成績順位が付いた者で、TP 単年登録セミナーを受講した者は、2019 年度の TP 単年登録をすることができる。TP 単
年登録は 1 年間（2019 年 1 月 1 日～12 月 31 日）の登録とする。
② TP 単年登録を希望する場合は、単年登録セミナー（2018 年 12 月中旬実施予定）を必ず受講しなければならない。このセミナーは 3 年
連続または 3 回受講しなければならないものとする。
③ TP 単年登録料は 500,000 円（消費税別）とする。
④ 在留資格を保持していない外国選手が TP 単年登録をしてトーナメントに出場する場合、日本の就労 VISA を取得しなければならない。
⑤ TP 単年登録をする者は、LPGA 在籍 5 年目以上のプロフェッショナル会員またはインターナショナルプロフェッショナル会員 1 名の推薦及び保証
人の署名が必要となる。
⑥ TP 単年登録についての詳細は、QT 会場または LPGA マイページにて別途案内する。

(3)リランキング制度
LPGA では 2018 年度よりリランキング制度を導入する。リランキング制度とは、シード選手以外の TP 登録者をシーズン途中（リランキング基準
競技の終了時点）の賞金ランキング上位順のリスト（リランキングリスト）に並び替え、翌々週の競技より、QT ランキングリストでなく、リランキング
リストに基づき出場資格を付与する制度。
※リランキング制度の詳細については、LPGA ウェブサイト（https://www.lpga.or.jp/news/info/26735）を確認すること。

(4)個人情報
QT 出場希望者は、エントリーに際し、「LPGA マイページ」「提出書類」により、LPGA が取得する本人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する。
① LPGA 公式競技、公認競技、特別公認競技、ステップ・アップ・ツアー、レジェンズツアー、LPGA 新人戦、特別後援競技、クォリファイングトーナ
メント、プロテスト、その他競技会（以下「対象競技」という。）の開催及び運営を行うため
② 対象競技の運営管理業務上必要とされる通知、照会、請求、案内、広報等の連絡を行うため
③ 対象競技結果記録を保存及び公表するため
④ 対象競技参加者の氏名及びプロ・アマの別、所属（所属クラブもしくは企業名、または学生の場合学校名及び学年）、競技結果を、主催者
その他関係者（報道関係者を含むがこれに限らない）に対して適宜の方法により提供するため

7．注意事項
① LPGA からの QT に関与する通達事項は、原則 LPGA マイページにて通知する。出場希望者がそれらの確認を怠り、通達事項を確認で
きなかったとしても LPGA はその責任を負わないものとする。
② LPGA からの通達事項は、LPGA マイページに登録済のメールアドレスにてメール通知を行うものとする。登録されているメールアドレス宛
に LPGA からのメールが受信できるよう受信設定を行うこと。
③ エントリーの際には、本要項と、別途 LPGA ウェブサイトに掲載されている QT 規定を必ず確認すること。
④ 出場資格に関わる内容に虚偽の記載または誤りがあった場合には、その事実が発覚した時点で QT 出場資格及び TP 単年登録資格を喪失
するものとする。

2019 年度 LPGA クォリファイングトーナメントについて
LPGA クォリファイングトーナメントは 2019 年度より内容を大幅に変更致します。詳細は別紙（2019 年度 LPGA プロテスト・LPGA クォ
リファイングトーナメント制度変更のお知らせ）をご参照ください。

≪本件に関するお問い合わせ先≫
〒104-0061 東京都中央区銀座 7-16-3 日鐵木挽ビル 8 階
TEL.03-3546-7801
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会
トーナメント事業部 斉藤・増田

2019 年度 LPGA プロテスト・LPGA クォリファイングトーナメント
制度変更のお知らせ
2019 年度より、LPGA プロテスト制度ならびに LPGA クォリファイングトーナメント(QT)の内
容を変更致します。主な変更点は下記の通りです。
記

主な変更点
◎受験資格年齢：18 歳以上→17 歳以上
※2019 年 4 月 2 日時点で満 17 歳以上の
女子（出生時）

プロテスト

◎実施日程：7 月→11 月（最終プロテスト）
※第 1 次予選：7 月中～下旬
第 2 次予選：8 月中～9 月上旬
最終プロテスト：11 月上旬

◎出場資格年齢：18 歳以上→17 歳以上
※2019 年 4 月 2 日時点で満 17 歳以上の

備考
＊受験資格年齢を引き下げ、高校 3 年在学中から受験可能
とし、卒業と同時に就職できる（プロゴルファーとして
活動できる）仕組みにします。

＊日程の変更に伴い、当該年度の最終プロテスト合格者が出
場する LPGA トーナメントは「LPGA 新人戦」のみとなり
ます。
＊LPGA ステップ・アップ・ツアー規定第 13 条協会選考選
手③「最終プロテスト合格者」は翌年 1 年間の出場資格と
なります。
＊最終プロテスト第 1 位の者への当該年度内の LPGA ツア
ー出場資格は付与しません。
＊プロテストでの受験資格年齢引き下げに伴い、QT も同様
の仕組みとなります。

女子（出生時）

QT

◎ステージ数：4 ステージ→2 ステージ

＊ファーストステージ（11 月中旬～下旬）→ファイナルステ
ージ（11 月下旬～12 月上旬）の 2 ステージ制にします。

◎出場資格：LPGA 会員

＊LPGA クォリファイングトーナメントの出場は原則とし
て LPGA 会員であることが条件となります。
＊各ステージの出場資格につきましても見直しをしており
ます。
＊2019 年度 TP 単年登録者には 2019 年度の QT 出場資格は
付与しません。但し、2019 年または 2020 年の最終プロテ
ストの出場資格を付与します。尚、2019 年度 LPGA ツア
ーで優勝、または 2020 年度のシード権を獲得した場合、
会員資格を付与します。

（2019 年のみ一部非会員も出場可）

以上

【プロテスト実施概要】
2018 年

2019 年

原則として、2018 年 4 月 2 日時点で 満 18 歳以上の女子（出生時）
第 1 次予選：
出場資格要件は無いが、JGA/USGA HDCP Index5.0 以下程度の実力
を有する者を推奨する。
第 2 次予選：
①前年度最終プロテスト出場者
②当該年度 TP 単年登録者
③第 1 次予選からの進出者
④上記以外で LPGA が承認した者
最終プロテスト：
①当該年度賞金シード選手
②前年度の最終プロテストの第 1 日目の属する週の月曜日から 365 日が経
過する日までに本戦が開催されたステップ・アップ・ツアー各競技の優勝者
（臨時登録者を含む。）
③前年度ファイナル QT に出場した当該年度 TP 単年登録者で、前年度ファ
イナル QT の成績上位 5 名までの者（対象者が受験しない場合、繰り下
げは行わない。）
④過去 3 年間及び当該年度の最終プロテストの第 1 日目の 4 週間前の日
の属する週の日曜日までに本戦が開催された日本女子オープンゴルフ選手
権競技のローアマチュア
⑤過去 3 年間及び当該年度の最終プロテストの第 1 日目の 4 週間前の日
の属する週の日曜日までに開催された日本女子アマチュア選手権の優勝者
⑥過去 3 年間及び当該年度の最終プロテストの第 1 日目の 4 週間前の日
の属する週の日曜日までに開催された日本女子学生選手権の優勝者
⑦第 2 次予選からの進出者
⑧上記以外で LPGA が承認した者
※②について、受験申し込み締め切り後に受験資格が発生した者が受験申し
込みをする際は、資格発生日の翌月曜日までに LPGA に申し出ること。
※④⑤⑥の受験資格による最終プロテストの受験はそれぞれ 1 度限りとする。

原則として、2019 年 4 月 2 日現在 満 17 歳以上の女子（出生時）
※第 1 次予選の申し込み開始は 2019 年 4 月を予定。
※第 2 次予選、最終プロテストの受験資格については別途案内予定。
※2019 年 TP 単年登録者には 2019 年または 2020 年の最終プロテスト
の受験資格を付与する。（2019 年度の QT 出場資格は付与しない。）

実施日程

第 1 次予選：4 月 4～6 日／11～13 日／18～20 日／25～27 日
第 2 次予選：6 月 12～15 日／26～29 日
最終プロテスト：7 月 24～27 日

第 1 次予選：7 月中～下旬
第 2 次予選：8 月中～9 月上旬
最終プロテスト：11 月上旬

競技方法

第 1 次予選：4 地区／3 日間 54 ホールストロークプレー
（競技成立：18 ホール）
第 2 次予選：2 地区／4 日間 72 ホールストロークプレー
（競技成立：36 ホール）
最終プロテスト：4 日間 72 ホールストロークプレー
（競技成立：54 ホール／予備日使用）

第 1 次予選：3 日間 54 ホールストロークプレー
（競技成立：18 ホール）※地区数は申込人数により決定する。
第 2 次予選：4 日間 72 ホールストロークプレー
（競技成立：36 ホール）※地区数は申込人数により決定する。
最終プロテスト：4 日間 72 ホールストロークプレー
（競技成立：54 ホール／予備日使用）

受験資格

【クォリファイングトーナメント実施概要】
2018 年
出場資格

原則として、2018 年 4 月 2 日現在 満 18 歳以上の女子（出生時）
ファースト QT：
出場資格要件は無いが、JGA/USGA HDCP Index5.0 以下程度の実力
を有する者を推奨する。
セカンド QT：
①LPGA 会員及び 2018 年度 TP 単年登録者
②ファースト QT 通過者
③上記以外で LPGA が承認した者
サード QT：
①2018 年度ステップ・アップ・ツアー競技の優勝者（臨時プロ登録者を含
む）
②2018 年度ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング 6 位～10 位の者（対象
者が欠場しても繰り下げない。）
③2018 年度「樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント」終了時点の
LPGA 賞金ランキング 70 位迄の者
④セカンド QT 通過者
⑤上記以外で LPGA が承認した者

実施日程

競技方法

特記事項

2019 年
原則として、2019 年 4 月 2 日現在 満 17 歳以上の女子（出生時）で下
記のいずれかに該当する者
ファーストステージ：
①LPGA 会員（当該年度最終プロテスト合格者、ティーチングプロフェッショナル
A 級を含む）
②当該年度の最終プロテスト受験者で、合格順位より 2 打差までの者
③女子世界ゴルフランキング（ロレックスランキング）10 月 14 日（月）時
点(開催 5 週前)で 50 位以内の者
④過去に USLPGA ツアーにおいて 2 年連続賞金シードを獲得した日本国籍
の者
⑤上記以外で LPGA が承認した者
※②③④は、2019 年のみ付与される出場資格とする。
※原則として出場人数は各地区 102 名迄とする。地区数はエントリー人数によ
り決定する。
※2019 年度 TP 単年登録者に 2019 年度の QT 出場資格は付与しない。
但し、2019 年または 2020 年の最終プロテストの出場資格を付与する。
尚、2019 年度 LPGA ツアーで優勝、または 2020 年度のシード権を獲
得した場合、会員資格を付与する。

ファイナル QT：
①2018 年度 LPGA ツアー「大王製紙エリエールレディスオープン」終了時点の
LPGA 賞金ランキング 56 位から 60 位の者（いかなる場合においても、繰
り下げは行わない。）
②2018 年度の LPGA ツアーのシード選手で、翌年度のシード権を獲得でき
なかった者
③2018 年度トーナメント特別保障制度適用者で、 翌年度のシード権を獲
得できなかった者
④2018 年度ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング 2 位から 5 位の者（いか
なる場合においても、繰り下げは行わない。）
⑤サード QT 通過者
⑥上記以外で LPGA が承認した者

ファイナルステージ：
①2019 年度 LPGA シード選手で 2020 年度のシード権を獲得できなかっ
た者
②2019 年度第 46 週ツアー競技終了時点の LPGA 賞金ランキング上位
55 名の次点から上位 15 名の者
（複数年シード選手は含まない。対象者が欠場しても繰り下げない。）
③2019 年度トーナメント特別保障制度適用者で、2020 年度のシード権を
獲得できなかった者
④2019 年度ステップ・アップ・ツアー競技の優勝者（臨時プロ登録者を含
む）
⑤2019 年度ステップ・アップ・ツアーMR2 位～10 位の者（対象者が欠場
しても繰り下げない。）
⑥2019 年度 LPGA 最終プロテスト第 1 位の者
⑦ファーストステージ通過者
⑧上記以外で LPGA が承認した者

ファースト QT：8 月中旬
セカンド QT：11 月上旬
サード QT：11 月下旬

ファーストステージ：11 月中旬～下旬

ファイナル QT：11 月下旬～12 月上旬

ファイナルステージ：11 月下旬～12 月上旬

ファースト QT：3 地区／3 日間 54 ホールストロークプレー
（競技成立：18 ホール）
セカンド QT：4 地区／3 日間 54 ホールストロークプレー
（競技成立：18 ホール）
サード QT：2 地区／3 日間 54 ホールストロークプレー
（競技成立：54 ホール／予備日使用）

ファーストステージ：4 日間 72 ホールストロークプレー
（競技成立：54 ホール／競技 3 日目にてカット有り）

ファイナル QT：4 日間 72 ホールストロークプレー
（競技成立：54 ホール／予備日使用）

ファイナルステージ：4 日間 72 ホールストロークプレー
（競技成立：54 ホール／予備日使用／競技 3 日目にてカット有り）

・ファイナル QT の成績順位により、2019 年度 LPGA ツアー（第 1 回リランキ
ングまで）及び、LPGA ステップ・アップ・ツアーへの出場資格ランキングが決定
する。
・ファイナル QT で成績順位が付いた者で、TP 単年登録セミナーを受講した非
会員は、2019 年度の TP 単年登録をすることができる。TP 単年登録は、1
年間（2019/1/1～12/31 まで）の登録とする。
・ファイナル QT に進出できなかった非会員／2018 年度 TP 単年登録者に
ついては、成績順位がつかないものとし、2019 年の LPGA 競技への出場
資格は付与しない。

・ファイナルステージの成績順位により、2020 年度 LPGA ツアー（第 1 回リラン
キングまで）及び、LPGA ステップ・アップ・ツアーへの出場資格ランキングが決定
する。
・ファイナルステージで成績順位が付いた者で、TP 単年登録セミナーを受講した
非会員は、2020 年度の TP 単年登録をすることができる。TP 単年登録は 1
年間（2020/1/1～12/31 まで）の登録とする。
・ファーストステージ出場者の成績順位については、LPGA の連番システムに基づ
き決定するものとする。
・ファイナルステージに進出できなかった非会員については、成績順位がつかな
いものとし、2020 年の LPGA 競技への出場資格は付与しない。

※2019 年度の実施概要は変更になることがあります。変更が生じた場合には別途ご案内致します。

一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 御中

未成年参加者の親権者同意書
私、【保護者氏名】
（ふりがな
）は、【20 歳未満の会
員/参加者名】
（ふりがな
）の親権者または後見人（以下「保
護者」と総称する。）として、一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（以下「LPGA」という。）が開催又は指定する以下
の競技・イベント（以下「本競技・イベント」という。）に当該会員/参加者が参加することに同意します。
また、私は、当該会員/参加者が本競技・イベントに参加することにより、本競技・イベントにおいて、LPGA または LPGA
が委託する第三者が、当該会員/参加者を撮影し、撮影した当該会員/参加者の写真または映像を、使用目的、使
用期間、使用地域及び使用方法等の制限なく、無償で使用することにつき、同意します。
また、本競技・イベント中、法令及び当該会員が守るべき諸規則や LPGA の指示に従わないことにより、または当該会
員/参加者の健康状態もしくは過失により、何らかの被害を受けたとしても LPGA に対し一切の責任を問いません。
また、私は、LPGA が当該会員/参加者の保護監督に必要な措置を取ることにより支出した一切の費用を負担するこ
と、及び当該会員/参加者が LPGA もしくは第三者に与えた一切の損害を賠償することを誓約します。
また、本同意は、当該会員/参加者が満 20 歳となるまで有効とし、本人が 20 歳になるまでの間に保護者が私以外
にかわった場合には遅滞なく私から LPGA に通知し、新たな保護者から同意を得ることを誓約します。
【競技・イベント】
１．プロテスト
２．クォリファイングトーナメント
３．日本女子プロゴルフ選手権大会 コニカミノルタ杯 ルーキーキャンプ
４．新人セミナー
５．その他 LPGA が開催または指定する競技、イベント、セミナー等
以上
平成

年

月

日

【保護者】
住 所：
自 署：

印

本人との続柄：

上記内容について確認いたしました。
【会員名/参加者名】
住 所：
自 署：
生年月日：西暦

印
年

月

日

年齢

歳

