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。

2019 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

出場資格
① LPGA 会員（ティーチングプロフェッショナル会員を含む）

ステージ
② 2019 年度最終プロテスト合格者
③ 2019 年度の最終プロテスト出場者で、合格順位より 2 打差
までの者

エントリー

エントリー

開始予定日

締切日

8/5（月）

9/20（金）

10:00

17:00

11/11（月）

11/15（金）

10:00

17:00

10/15（火）

11/15（金）

10:00

17:00

8/5（月）

9/20（金）

10:00

17:00

出場資格

11/30（土）

発生後

17:00

エントリーフィ（税別）
LPGA 会員

LPGA 非会員

\40,000

\50,000

\50,000

\100,000

④ 2019 年 10 月 15 日（火）時点のロレックスランキング上位
50 位までの者
※原則として 2019 年 4 月 2 日時点で満 17 歳以上の女子で
あること。
⑤ 過去に USLPGA ツアーにおいて、2 年連続して賞金シードを
獲得したことがある日本国籍の者
⑥ 上記以外で LPGA が承認した者
※③④⑤は、2019 年のみ付与される出場資格とする。
ファイナル
ステージ

① 2019 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
② 2019 年度の LPGA ツアー「大王製紙エリエールレディスオープ
ン」競技終了時点の LPGA 賞金ランキング 56 位から 70 位
の者
③ 2019 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
④ 2019 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。）
⑤ 2019 年度ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング 3 位から 10
位の者
⑥ 2019 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からの進出者
⑧ 上記以外で LPGA が承認した者
※②⑤は、いかなる場合においても繰り下げは行わない。

2.競技日程・会場
ステージ
ファーストステージ

ファイナルステージ

地区

競技日程

会場

A

11 月 26 日（火）～11 月 29 日（金）

房総カントリークラブ（千葉県）

B

11 月 26 日（火）～11 月 29 日（金）

伊勢カントリークラブ（三重県）

C

11 月 26 日（火）～11 月 29 日（金）

周南カントリー倶楽部（山口県）

12 月 3 日（火）～12 月 6 日（金）

こだまゴルフクラブ（埼玉県）

※12 月 7 日（土） 予備日

3．エントリー詳細
(1)エントリー方法
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。
※LPGA マイページ URL：https://my.lpga.or.jp/mypage/signin

⇒

★ファーストステージに④、⑤の出場資格でエントリーをされる場合
事前に LPGA までご連絡をお願い致します。ご連絡いただいたのちにご本人の LPGA マイページのアカウントを発行します。
※エントリー時に本人確認書類（パスポートなど）の写真をアップロードしていただきます。
※エントリー時における LPGA 会員他の推薦は不要ですが、TP 単年登録をする際には LPGA 会員の推薦が必要となります。
※詳細につきましてはご連絡いただいたのちに別途ご案内します。
【連絡先】TEL.03-3546-7801 トーナメント事業部 斉藤・増田
(2)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、ミニストップ、セイコーマート
(3)出場地区の決定方法
ファーストステージは、マイページのエントリー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。
※地区決定の案内通知は 2019 年 10 月上旬（予定）とする。
※ファーストステージ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、ファースト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、地区決定の
優先順位は、当初のエントリー開始日から締切日までの先着順とする。
※ファーストステージの出場希望者のうち、②2019 年度最終プロテスト合格者、③2019 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、④女子世界ゴルフランキング（ロレックスランキング）10 月 15 日（火）時点で 50 位以内の者については、エントリー時
に希望地区を確認するが、エントリー人数により、やむを得ず希望に沿えない場合がある。
(4)エントリーに際しての注意事項
① エントリー完了について、LPGA がマイページ上の全ての手続きを確認後、LPGA から各自の登録先メールアドレスに、「【LPGA】申込入力
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。
② 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。
③ 電話、メール、ファックスでのエントリーは受け付けない。
④ 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 マイページから
確認するものとし、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。
⑤ エントリーした時点でエントリーフィが発生するが、エントリー受付期間内に LPGA 事務局へキャンセルを申し出た場合、また、ファイナルステ
ージの出場資格を獲得し、ファーストステージ免除となる場合はエントリーフィを返却する。締切後のエントリーフィは返却しない。
⑥ 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。
⑦ LPGA 会員、TP 単年登録者以外の出場希望者の登録氏名は原則として本名とする。なお、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。
⑧ 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。

⑨ 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

① 4 日間・72 ホールストロークプレー

・ファイナルステージへの進出人数最終決定は、2019

ステージ

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 36 ホール終了をもって競技成立とする。期間中に 36 ホールを
終了できなかった場合は、別途日程を定め競技の成立を図る。

年度大王製紙エリエールレディスオープンの競技終了
時点（11 月 24 日）とする。
・ファイナルステージの出場人数は原則として 96 名まで
とする。

④ 各会場上位者がファイナルステージに進出する。各会場からの進
出人数は、各会場で掲示を行う。
ファイナル

① 4 日間・72 ホールストロークプレー

ステージ

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

ンキングリストに基づき、翌年度の LPGA ツアー競技

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

（ただし、別途定められるリランキング制度において定

ウントバック」により順位を決定する。

められる第 1 回目のリランキング実施競技の直前の競

③ 4 日間で 72 ホールを終了できなかった場合は予備日を使用す
る。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。

・QT 規定第 4 条第 1 項および第 2 項で定める QT ラ

技までとする。）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。

④ 前号の定めにかかわらず、予備日を使用してもなお 54 ホールを
終了できなかった場合のみ、本競技は 36 ホール終了をもって成
立する。

5.選手帯同者
(1)帯同キャディー
① ファイナルステージ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 8 条にて定める通りとする。
(3)通訳
QT 規定第 8 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 10 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者は、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 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（2019 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。
※2020 年度 TP 単年登録者は、いかなる場合も翌年に単年登録を継続することはできない。
※2020 年度 TP 単年登録者は、2020 年 LPGA 最終プロテストまたは 2021 年 LPGA 最終プロテストどちらかを受験することができる。
※2019 年度 TP 単年登録者は、2019 年度の QT 出場資格を保持している者のみ QT のエントリーをすることができる。
(3)リランキング制度
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、リランキング実施競技より、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/tournament/reranking/2019/qt#）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。

≪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

