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アジアパシフィックオープン
ダイヤモンドカップゴルフ 大会事務局

アジアパシフィックオープン ダイヤモンドカップゴルフ 2022
～東西 2 会場予選会開催を決定～

開催について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は本大会の開催に際し、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップダイヤモンドカップゴルフ
2022」は、5 月 12 日（木）から 5 月 15 日（日）までの間、茨城県大洗町の大洗ゴルフ倶楽
部での開催を予定しております。
本競技は、三菱商事㈱、関西テレビ放送㈱、アジア太平洋ゴルフ連盟、日本ゴルフ協会が
主催、アジアンツアーと日本ゴルフツアー機構及び日本ゴルフ協会が主管となりアジア太平洋
地域 No.1 のプレーヤーを決する大会として、アマチュア選手及びプロフェッショナル選手
144 名の選手が出場し、国際色豊かな大会として開催をしてきました。
しかしながら、本年も新型コロナウイルス感染症の影響による海外選手の参加状況を鑑み、
本選出場資格の一部を変更し、昨年に続きまして埼玉県日高市の日高カントリークラブ（東会
場）、香川県高松市の鮎滝カントリークラブ（西会場）の東西 2 会場で予選会を開催すること
を決定いたしました。本選出場を目指して、多くのゴルファーに予選会にチャレンジしていた
だくことを期待しております。
つきましては、予選会実施要項をお知らせいたしますので、予選会開催告知等にもご協力
賜りたくお願い申し上げます。
敬具

本件に関する問い合わせ先
（公財）日本ゴルフ協会 事務局（林）
ご面倒ですが、本件に関するご質問、お問い合わせは、御社名・ご氏名・ご連絡先（携帯番号
等）を明記の上、下記担当者宛てにメールをご送付ください。
折返し、担当者からご連絡をいれさせていただきます。
（公財）日本ゴルフ協会事務局

林

忠男（hayashi@jga.or.jp）

final

ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸｵｰﾌﾟﾝｺﾞﾙﾌﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟｺﾞﾙﾌ 2022
予選会 競技規定
A- 1. ゴルフ規則

：

日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則（２０１９年１月１日施行）および本競技ローカルルールを適用する。

A- 2. 競技委員会の裁定 ：

競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は
最終である。

A- 3. 特定の用具の
使用制限

：

A- 4. 移
動
A- 5. 参 加 料

：
：

(1) 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。
(2) 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。
(3) 適合球リスト：ローカルルールひな型 G-3 を適用する。
(4) ワンボールルール：ローカルルールひな型 G-4 を適用する。
(5) ４６インチを超える長さのクラブの使用を制限する：ローカルルールひな形 G‐１０を適用する。
ローカルルールひな型 G-6 を適用する。
３３，０００円（消費税含む）
（注）予選会通過者は、本選の参加料に充当されます。
（注）参加締切後、欠場となった場合は参加料は返金致しません。
３月１０日（木）１０時以降、JGA ホームページ(http://www.jga.or.jp/)内において案内されるエントリー
専用ページから参加申込みを行うこと。
エントリー手続きと参加料（３３，０００円）の決済はオンライン（クレジットカード決済）のみとする。
※1 人の選手が東西両会場の２重エントリーは出来ません。
東会場 ：日高 CC
西会場 ：鮎滝 CC
参加希望者は、参加申込みに際し（JGA エントリーサイト）、「ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸｵｰﾌﾟﾝｺﾞﾙﾌﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟｺﾞﾙﾌ２０２２予選会」により、ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸｵｰﾌﾟﾝｺﾞﾙﾌﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟｺﾞ
ﾙﾌ２０２２大会事務局が取得する参加申込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する。
（1）ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸｵｰﾌﾟﾝｺﾞﾙﾌﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟｺﾞﾙﾌ２０２２予選会（以下「予選会」と称す
る）の参加資格の審査。
（2）予選会の開催および運営に関する業務。これには、①参加者に対する競技関係情報（出場一覧、
組合せ表等）の発送、②選手権の開催に際し、大会関係者（報道関係者を含む）に対する参加者
の氏名、生年月日、プロ・アマの別、所属（所属クラブ、プロ選手の場合、所属企業名、学生の
場合、学校名および学年）、その他選手紹介情報並びに予選会の競技結果の公表を含む。
（3）この申込書よる参加者の個人情報と、その選手権における競技結果の記録の保存、並びに予選会
終了後において必要に応じ、そのうち上記(２)②記載の公表事項の適宜の方法による公表。
参加希望者は、エントリー完了時に、本予選会（競技会場における競技に伴う前後の行事等を含む）に
関して、その中継・再映・報道・広報のため、あるいは大会事務局が目的に反しない範囲で利用するた
めに、写真・テレビ・映画・ラジオ・その他の各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編集物（適正
範囲の編集に限る）にかかる競技者の肖像権（収録物等にかかる競技者の氏名・肖像を展示・通信・放
送・上映により一般に公開し、あるいは貸与し、頒布するなどして他に提供する権利）を大会事務局に
譲渡することを、予め承諾することを要する。

A- 6. エントリ―方法

：

A- 7. 個人情報に関す
る同意内容

：

A- 8. 肖像権に関する
同意内容

：

A- 9. 服装規定など

：

プレーヤーとプレーヤーに帯同するキャディーは参加にあたり、主催者や開催コースより、服装規定や
その他遵守すべき規定の通知があった場合はそれに従うこと。
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【予選会】
日程：３月２８日（月）【予備日：４月４日（月）】
東会場：日高カントリークラブ 東西コース （B グリーン）
〒３５０-１２１３ 埼玉県日高市高萩１２０３

TEL ０４２－９８９－１３１１

日程：４月４日（月）【予備日：４月５日（火）】
西会場：鮎滝カントリークラブ
〒７６１-１７０７ 香川県高松市香川町東谷２５９－１

TEL ０８７－８９７－１１１１

B- 1. プレーの条件 ：
B- 2. キ ャ デ ィ ー ：

B- 3.
B- 4.

B- 5.

B-6.

B- 7.

B- 8.

１８ホール・ストロークプレー
ラウンド中、プレーヤーが委員会によって指定された者以外をキャディーとして使用することを禁止する。
このローカルルールの違反の罰は、『ローカルルールひな型 H-1..2』の罰則規定を適用する。
※なお、プレー形式は共用のキャディーとなります。
競技終了時点 ： 競技委員会の作成した成績表が掲示された時点をもって終了したものとみなす。
参加資格 ：
次のいずれかに該当したプレーヤーに参加資格を付与する。
アマチュアは申込時点直前の月初（１日）において有効なハンディキャップインデックスを所持している
ことを条件とする。
(1) 申込時点直前の月初（1 日）におけるハンディキャップインデックスが３．９までのアマチュアゴルファ
ー。（注２・３）
(2) ２０２２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のうち本選競技への参加資格が無い
者に限る。
(3) ２０２１年以前のジャパンゴルフツアーセカンド／サード／ファイナル各クォリファイングトーナメント
の出場者。（アマチュア・プロフェッショナルを問わず）（注４）
(4) 日本プロゴルフ協会（JPGA）トーナメントプレーヤー（TP）、ティーチングプロフェッショナル
（TCP）会員
(5) 主催者推薦者
定
員：
各会場、１２０名を上限とする。内、３０名を主催者推薦者とする。
※定員を超えた場合、B-８に定める期日前であっても参加申込を締切ることがある。
※定員は新型コロナウイルス感染症予防対策の為、その他社会情勢により主催者より変更され
ることがある。
指定練習日：
東会場：３月１５日(火)、１７日（木）、１８日（金）、２３日（水）とし、うち一人１日までとする。
西会場：３月３０日（水）、３１日（木）、４月１日（金）とし、うち一人２日までとする。
※各自直接ゴルフ場へ申込をして下さい。
※いずれも一般営業日となりますので、各日の予定枠が埋まり次第、予約受付は終了します。
通 過 者：
本選競技への通過者は東西会場で２４名とする。
各会場の通過人数は競技当日発表をする。
なお、本選への通過者にタイが生じた場合は、マッチング・スコアカード方式により通過者を決定する。
それでもなおタイが生じる場合の決定方法は会場のインフォメーションで告知する。
申込開始と締め ※東会場と西会場の締め切り日は違いますのでご注意ください。
切り日について：
※競技当日、現地ウェイティングは実施しません。
【申し込み開始日】
３月１０日（木）１０：００よりエントリーサイトより東西会場開始。
【申し込み締め切り日】
東会場
３月２１日（月） ２３時までに指定されたオンラインシステムよりエントリーを行うこと。
西会場
３月２８日（月） ２３時までに指定されたオンラインシステムによりエントリーを行うこと。
※各会場定員に満たしたのち、欠員が生じた場合は、システム上で再募集の通知を行い、上記締切日
まで再募集する。締切以降の再募集は行わない。
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B- 9. 本選への
繰り上げ ：
B- 10. 注 1：

注２：
注３：

注４：

予選会終了後、通過者に本選への繰上げ、欠員が生じた場合は、各会場より繰上げを行う。
詳細は、本選競技規定を参照・
主催者は競技中を含めいつでも、出場に相応しくないと判断したプレーヤーの参加資格を取り消すことが
できる。なお、競技委員会は、プレーヤーが次のいずれか一にでも該当する場合（ただし、これらに限ら
れない）、当該プレーヤーを出場に相応しくないプレーヤーと判断するものとする。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係
企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当す
ることが判明したとき
②自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関し
て、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方
の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったことのある者
であることが判明したとき
参加資格（１）で出場するプレーヤーはアマチュアである場合のみ参加できる。
「申込時点直前の初月（１日）において有効なハンディキャップインデックス」とはワールドハンディキャップ
システムによりスコアの登録の度に発行される数値とは必ずしも一致しない。アマチュアの申込者は申込
締切当該月の１日までに発行されたハンディキャップインデックスを所持している必要がある。
参加資格（２）で参加するプレーヤーのうち、アマチュア資格を保持しているプレーヤーは、申込時におい
てアマチュアとしての参加か、プロフェッショナルとしての参加かを選択することができる。
アマチュアとして参加する場合、アマチュア資格は保持されるが、プロフェッショナルとして参加する場合
は、本予選でのプレーを行った時点でアマチュア資格規則２に抵触し、アマチュア資格を喪失する。
B‐８に定める申込締切まではどちらの資格でプレーするか否かの変更が可能であるが、締切以降は変更
することはできない。
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