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パークゴルフをはじめたばかりの人から、大会に参加している人にもわかりやすい問答集をまとめてみました。

ルールブックを見ても、良く理解できない人も、実例に基づき掲載しておりますので是非参考にしてください。

皆さまからの質問をもとに掲載しております。回答後告知なしで問答集に加えていきますのでたまに覗いてください。

茶色の事例は、本部Ｑ＆Ａより平成２６年４月に追加。青色の事例は、平成２７年４月に追加。赤色の事例は

平成２８年追加

１、スタート前
ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 ペナルティ 処 置 ＆ 説 明

首に手ぬぐいを巻いたり、日焼け防止のために 服装に関しては、特に決まりはありませんが、
1 ほうかぶりをしてプレーした。 無 周りの人に不快感を与えないように配慮しましょう。

雨が降っていて、芝生が濡れているので 雨降りであっても、芝生を傷めるような靴は履かず
かかとの高い長靴を履いてプレーする。 無 雨天用のパークゴルフシューズを履きましょう。

以前ゴルフをやっていたので、スパイクシューズ コース管理上スパイクシューズを制限している
を履きたいのだが・・・・ コースもあります。

競技大会で、指定練習グリーン以外の練習は 失格も 競技大会により、処分はかわりますが、
4 禁止されているのに、ティグランド近くで 競技失格になることもありますので、注意して

パッティングの練習の為、ボールを打った。 あり！ ください。

グリップが雨で濡れているので滑り止めの 滑り止めのためスプレーを使ったり、滑り止め
スプレーを吹きかけた。 のテープを巻いたりしても良い。

6 手が滑るためグリップにタオルを巻いた。 無 タオルを巻いても問題はありません。

大会に出たら、ＮＰＧＡルールに準じて、 特定のコースや試合にのみ適用されるルール
7 ローカルルールを採用して大会を実施すると の事。例をあげると、打ち止めを設定する。

説明がありました。ローカルルールって何？ 臨時の障害物。杭なしで通路をＯＢにする等。

雨の日の大会で、傘を差したいと、言ったら 移動の際に傘を差しても構いません。ただし、
8 パークゴルフでは、合羽を着るべきで、傘を パッティング等のプレー中に傘を差すと、

差したらペナルティと言われたが？ ペナルティが発生します。

コース内に、白杭、白杭の上部が青、緑の杭が 白杭は、ＯＢ（プレー禁止区域）、上部が青は、
ありますが、何が違うのですか？ その杭を結んだ区域がＯＢゾーン、緑は修理地

ボールのプレース、リプレースという言葉が プレースとは、規則に基づいてボールを置くこと。
ありますが、どういうことですか？ リプレースとは、規則に従って、一旦拾い上げた

ボールを元の位置にふたたび置くこと。
プレースをする場合は、ボールを動かした者が、
リプレースの場合もマークしたプレーヤーが
リプレースする。
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スタート前の待ち時間に「素振り」をしたら、 素振りはダメという規則はありません。（素振りとは
11 ルール上ダメと言われた。素振り全くダメなのか？ ボールを打たないで、スイングの練習をする事

です。）

２、ティグランド
ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 ペナルティ 処 置 ＆ 説 明

プレー前に同伴者に、ハザードの位置やカップ 公知の事実を聞いたり教えたりしても、これは
の位置を聞いたり教えたりする。 アドバイスとはいわない。仮にプレーに対する

アドバイスをしてもマナー問題であり罰則なし。

ホールカップが見えないホールで、ボールの 全員が打ち終わるまで前方に出ては
位置を確認しに行った。 ならない。

プレーヤーがアドレスに入ったのに、周りの人が プレーヤーが、アドレス中は、静かにしましょう。
大きな声で話をしている。 立場を自分に置き換えて考えてみましょう。

打順を間違えて打った。 無 順番を違えて打ってもペナルティはありません。
4 但し、打ち直しをすると練習ストロークとなり

失格 失格になります。

２人のプレーヤーが時間の節約のため合意の ゲームをスムーズに進行させるため、打順を
上で違う順番にティショットした。 変えてもペナルティにならない。

ティショット（１打目）をティアップエリア外から ティアップエリア外にティアップしてストロークする
ティアップして打った。 事はできない。同伴者が注意をしてあげてください

かかとが、ティグランドから出ているまま打って ティグランド内で打たなければなりません。
しまった。

ティショットがチョロったが、ボールはティグランド ペナルティなしで、再度ティアップして打てる。
内に止まっている。

ティショットがチョロって、ボールはティグランド 止まった所から２打目となる。
の外１メートルに止まった。

ティショットがチョロったが、ボールはティグランド ２打目のストロークとなる。
10 内に止まっている。そのボールを再ティアップし

ないで、止まっている場所からボールを打った。

高さのあるティマークの上にボールをティアップ 高さのあるティマークの上にティアップする
して打った。 ことはできない。

マイティだと言って３㌢の高さのあるティを使って ＮＰＧＡ認定品以外を使用することはできない。
ティショットした。 ティの高さは２３ミリ以下と決められています。

ボールの認定を表すクマゲラマークが消えてい 片方が認識できれば大会使用可能。
るのだが、メーカー名は解る。そこのボールは クラブは、認定シールが剥がれていたら
認定されているのだから、認定マークが消えて 使用できません。（メーカーに再発行を依頼して
いても公式大会に使用しても良いのでは？ ください｢有料」）
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14 ティアップしないで、１打目を打った。 ２打 １打目はティを使用しなければなりません。

15 ティショットを空振りした。 無 空振りはストロークとみなされない。

空振りした時に風圧でボールがティから落ちた。 ティグランド上にある場合は、ノーペナで再度
ティアップして打つことが出来ます。

アドレスした時にボールがクラブヘッドに触れ スイングしていないので、ペナルティなしで、
ティからボールが落ちた。 再ティアップすることができる。

チョロしたボールがティから落ちたがティグランド チョロしたボールは、元に戻し再度ティアップして
18 内のティアップエリア外に止まった。止まった ２打 打つことが出来る。しかし質問の場合は、

所からティアップして打った。 処置違反となりペナルティとなる。

チョロしたボールがティマークの前に止まって ティマークは動かせない障害物です。抜くと
19 しまった。打てないのでティマークを抜いて ２打 ペナルティとなります。

２打目を打った。

ティライン（白線）の上にティアップして打った。 ボールがティラインにかかっていればライン上も
ＯＫです。

ティアップしたボール近くで素振りをしていたら ティグランド上に止まった場合は、再度ノーペナ
誤ってクラブがボールに当たりボールが転がって でティアップして打つことが出来る。
しまった。 ティグランド外に止まった場合は、１ストロークと

なる。

スイングしていないのに、ボールがティから ティグランドに有る無しにかかわらず、ペナルティ
落ちて、ティグランドからも落ちてしまった。 なしで再ティアップすることが出来る。

ティグランドでチョロしたが、まだ動いている 「ティグランドは特別な場所である」と定義づけ
ボール（ティグランド上）を拾い上げた。 られています。ティグランド上で動いている
動いているボールを触ったのだからペナルティ ボールを触っても足で止めてもペナルティは
ではないのか？ ありません。

ティグランドで、他のプレーヤーのボールを ティショット後に気がついても、そのホールを終わ
打ってしまった。 らせ、持ち主に返却してください。

そのホールのプレー中に交換した場合は、
ペナルティが付加される。

ティショットでチョロしたボールがティグランドの 全員が１打目を打ち終わってからのプレーとなる。
25 先２㍍に止まった。次打者が、ボールが当たる 従って要求出来ないし、要求されても拒否する

からと先に打ってくれと要求された。 事が出来る。
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ショートホールで、先に打った人のボールが 第１打目のマークの要求はできません。
邪魔なのでマークを要求した。 マークした場合、マークしたプレーヤーに

ペナルティが付加される。

ショートホールでの出来事。バンカー越しに打っ １打目の時、バンカーならし、ボールすくい等が
ていくと「べたピン」も可能なコース。しかし、 本来あるべき位置にある場合、これを取り除い
レーキが邪魔なのでレーキを抜いてプレーしたい たり、向きを変えたりしてはいけない。
が・・・・・・

ティウェートを目標方向に向けて打つと ティウェート、紐を目標方向に向けて打っては
ペナルティになると言うのは本当ですか？ いけません。

ティショットの方向性が悪いので打っていく方向 目印（打っていく方向に意識的に石や、草）を
に目印を置いて打った。 置いてはいけません。

ティショットのアドレスで、左足がティラインから ティグランドから足が出てはいけませんが、
出てしまった。ペナルティになるのですか？ ティラインから足が出ても問題ありません。

４番ホールを終えたパーティーが間違って７番 ８番ホールを全員がプレーし終え、正規の５番
ホールをプレーし、８番ホールのティショットを打ち ホールに戻り、全員に間違えた７、８番ＨＲの２
終わったところでコースを飛ばしてきたことに ４打 ホール分のペナルティ（４打）を５番ホールに付加し
気がついた。 (全員） ６→９番ホールと進む。

８番のティショットでプレーを中断した場合、練習
ストロークとみなされ失格となる。

Ｂ４番ホールをプレーすべきなのに、オナーが オナー１人がショットしても、連帯責任で全員２打
間違ってすでにホールアウトしてきたＡ６番ホー 付加です。
ルに行き、ティショットをした後に誤りに気付いた。 ２打 Ａ６番ホールはスコアを記入し終えているので、

32 一人だけしか打っていないので打った人だけが そのホールはホールアウトしなくても良い。
ペナルティ付加で良いでしょうか？ （全員） 正規のＢ4番ホールに戻り、２打付加してスコア

記入してください。Ａ６番ホールはすでにホール
アウトしているので練習ストロークとみなしません。

ティグランドから打った１打目が立ち木に当たり あくまでも、OB杭があるかないかで判断します。
跳ね返ってきて、ティグランドより後ろに着地しま ティグランドの後ろ側にOB杭がありそれを出ると
した。この場合、OBになるのでしょうか？ OB。ない場合は、OBではないのでボールが

止まった位置からプレー続行です。

ティアップエリア外にティアップして打ち、 規定外からのプレー２打+OB２打＝４打付加
そのボールがOBになった。処置は？

ティショットのボールは、ティマークやティライン ティアップエリア内からボールを打てば
を通過させなければならないのですか？ 通過させなくても問題ありません。

26
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ティショットを打ったが、傾斜を登り切れず戻って 規則第７条３項に、ティグランドの下部のラインに
きて、ティグランドに接触して打てない。 かかっていれば、ティグランド上のボールと

36 あるいは、チョロしたボールがティグランドに 無 みなすとあります。従って、もう一度ノーペナで
接触した。アンプレヤブル宣言しなければ ティアップして打ち直すことができます。
ならないのか？ （ティグランドの範囲については確認する事）

ティグランドの下部にかかっていれば打ち直し ティグランドに付帯している車イス用のスロープ
が出来ると言うことだが、車イス用のスロープに の上はティグランド上とはみなされません。
接触したボールも、再ティアップして打つことが そのまま打つか、打てない場合はアンプレヤブル
出来るのでしょうか？ 宣言をしてプレー続行してください。

（平坦でない場所は、ティグランドとならない）

違反行為（ティグランドから足が出ていた。ティアッ 従来は、チョロと直接関係ないのでペナルティ
プエリア外から打った。ティアップしないで打った） だったが、第１打のストロークが成立していないの
のボールが、チョロった場合の処置は？ で、違反行為は無かったものとなります。

（チョロったボールがティグランド内の場合）

39 常設しているティを使わず自分のティを使っても？ 無 問題ありません。

ティショットが、自分の体に当たりティグランド外 ティグランドは、特別な場所ということから、その中で

に出た。ペナルティは、２打で良いですか？ 体に触れて出ても、ノーペナで止まった位置から２打目

ティグランドで、素振り中最初に構えた位置に １ストロークには、ならない。ストローク終了後、
戻そうとしたら、ヘッドの打球面の反対側にボール クラブヘッドがボールに当たったと判断する。
が当たり、後方に飛びティグランドから出た。
１ストロークになるか？ ティショットを、後ろに打つ人はいないことから、

ストロークと見なさないとしている。
スイングをしたのだが、ボールに当たらず
ティグランドのティをつないである紐にクラブ 1 スイングの結果ボールが、動きティグランドから

42 ヘッドが引っ掛かりティグランドから落ちた。 ストローク 落ちたので１ストロークとなります。

この場合、１ストロークになるか？

チョロして目の前にボールが止まった。 ティグランド前方に、プレーヤーがいてはならない。
43 続けて２打目を打つよう指導された。 従って、チョロのボールを

チョロの距離（危険距離）は何メートルくらい？ 打たせるという指導は間違いである。当然、
危険距離という規則も定めていない。

ティグランド上で止まったり掛かって止まった ストロークによらないので、再ティアップできる。
44 ボールを蹴ったり触ったりしてティグランドから

出た場合は？

ティショットが数メートル前方の石や樹木に 再ティアップして打てます。
45 当たり戻ってきて、ティグランドにかかった場合

も、再ティアップできるか？

46 ティショットが、体に当たりＯＢになったが・・・ ２打 打ち直しはできません。ＯＢの処置をとる事。
打ち直しはできるか？ ティグランド内なので、体に触れたペナルティはない。

41 無

40 無

無
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大会で８打打ち止めのローカルルールを採用。 打ち止めを採用しても、事案の場合は、
９ホール全部間違えてプレーした。この場合、 ９ホールのコース間違いを
正規のホールに戻りペナルティ９×２＝18を したのでペナルティ９×２＝18を正規のホールに
付加するのか？それとも、打ち止め８を優先させ 戻りそのスコアに加算する。
正規のホールに戻り８打で申告するのか？

オナーがホールインワンを出した直後に、自分の 質問の事例はマナー・エチケットに違反しますが
ボールをカップから取り出してしまいました。 (第２条２項同伴者全員がティショットを打ち終わる
これは、違反行為でペナルティの対象に 前方に出たはならない）エチケット・マナーには、
なるのでしょうか？ ペナルティは付加されません。

ティアップしてティグランド上で、前の組のプレーを 待っているだけでは、違反ではありません。
49 待っていたらマナー違反と指摘されました。

違反か？違反でないか？

４番ホールを終わった組のオナーが、6番ホール ４番ホールを終わって５番のティグランドでプレーすべき
のティグラウンドから５番ホールのカップに向かって なのに間違って６番ホールのティグランドから

打ち、ホールインワンしたとき、全員にペナルティ ティショットを打ったという事なので全員にペナルティ
が付くのですか？ が、付加されます。この場合の対応はホールを

間違えてプレーしたことになり、同伴者全員で６番を

ホールアウトしなければなりません。
しかし、オナーの場合５番のカップに１打でカップイン
していてもホールインワンとはなりませんので、

アンプレヤブル宣言するしかなく、ボールをカップから
取り出し、６番のカップに近づかず２クラブ以内に
ボールをプレースして６番ホールをホールアウト
しなければなりません。（アンプレヤブルの２打付加）
その後全員が正規の５番ホールをプレーして５番ホールの
スコアにペナルティを付加します。

Ａさんの組が４番ホールを終えた後、５番ホールの 初めての事例です。現在の規則に当てはめて考え、
ティグランドではなく、８番ホールのティグランドから 以下の解釈になります。
５番ホールカップに向かって打ち気づかないまま
全員が、ホールアウトした。次に、６番ホールの ①まず、６番ホールをホールアウト。
ティグランドから全員が正規の６番ホールの
カップに向かって打ち１打目を打ち終わった時、 ②次に５番のカップに行き、そこからアンプレヤ
後続の組から「あなたたち、８番ホールのティ ブルの処置をして、８番のカップに打ち戻して全員が
グランドから５番ホールの５番ホールのカップに カップインさせ８番ホールをホールアウトさせる。
向かって打ってホールアウトしたのですよ」と
指摘されました。 ③次に５番ホールのティグランドへ戻り５番ホールを
この場合Ａさんの組はどうしたら良いでしょう。 プレーする。５番ホールのスコアにペナルティ４打

（６番・８番を先にプレーした為）を付加する。

④次に７番ホールをプレーし、８番ホールはすでに
プレーが成立しているので、９番へと進む。

47

無

無
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50

51
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３、フェアーウェー
ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 ペナルティ 処 置 ＆ 説 明

カップから遠い順にプレーが原則なのだが、 打つ順番を違えてもペナルティはありません。
1 カップに近い人が先に打ってしまった。 無 遠い順にプレーを心がけてください。

ペナルティはあるのでしょうか？

２人が同時に打ったために、お互いのボールが、 動いているボールがぶつかった場合は、両者
ぶつかってしまった。 とも止まった位置からプレーを続ける。

ボールがぶつかったが、元の位置にボールを 処置違反となりペナルティとなります。
戻さず打ってしまった。

ボール近くの折れた枯れ枝を取り除こうとしたら、 折れた枯れ枝は動かせる障害物です。
4 ボールが動いてしまった。 無 ボールを元あったと思われる場所に置きプレー

続行してください。

木の根元にボールが止まって打てない。 アンプレヤブルを宣言し、カップに近づかず２クラブ
以内にプレース。
アンプレヤブル宣言しないでボールに触れた場合
は、故意にボールに触れたことになりペナルティ
を取られ元あったと思われる場所にプレース
しなければならない。

他のプレイヤーのボールを間違って打った。　 誤球で２打付加し、自分のボールを打つ。
（誤球でのストロークは加算しない）

プレー中に誤球に気がついた。しかも２～３ 何ホール終了しても、誤球の２打付加のみ。
ホール終了した後である。

ＯＢになったボールを見たら、誤球だった。 ＯＢはカウントされない。
ＯＢ+誤球＝４打のペナルティになるのですか？ 誤球の２打付加のみ。

素振りをしたら、うっかりクラブにボールが当たり ２打目以降、ボールがクラブに触れて動いた場合

9 ボールが動いてしまった。打つ意思はないので は、打つ意思があるないにかかわらず

元に戻せるのでは？ １ストロークとなる。

アドレスしたが、風でボールが動いた。 クラブヘッドに触れないでボールが動いた場合、
10 無 ストロークに数えない。ボールの止まった位置か

ら、プレー再開する。

アドレスした後、クラブがボールに触れて動いた ボールに触れても、元の位置に戻った場合は、
が、元の位置にボールが戻った。 ストロークしたとみなさない。

２打目を空振りしてしまった。しかし、ボールは ストロークしたとみなさない。
動かなかった。

5 ２打

２打

無2

２打3

8 ２打

11 無

無

２打

7

12

6
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13 アドレスしていないのにボールが動いた。 無 ペナルティなしで、止まった位置からプレー続行

打ったボールが、自分の体及び携帯していた プレーヤーの持ち物も体の１部とみなされ、２打
バック等に当たってしまった。 付加。ボールの止まった位置からプレー続行。

止まっているボールの周辺のライが悪いので ライの改善となり２打ペナルティ付加。
ボール前後の草を抜いたり、踏みつけた。

木の横にボールが止まったが右で打てない。 規則にはないが、クラブを返して左打ちは
左で打ったが問題は無いですよね。 問題ありません。

斜面にプレースしようとしたが、止まらないので 停止しない場合は、その位置に出来るだけ
止まる位置を探しそこにプレースした。 近いカップに近づかない位置にプレース

同伴者によって動かされたボールは、同伴者に 同伴者の確認を得ずに再度動かしストロークする
より元あったと思われる場所に置かれたが、 事はできません。もし、違う位置だと思ったら同伴
動かされたプレーヤーに置く位置の同意を 無 者に話をし、同伴者にボールを置き替えてもらい
取らなかったため、本人が置く場所が違うと ましょう。確認後本人が再度動かしてストローク
再度動かしストロークした。 してもペナルティになりませんが、トラブルの

ないようにしましょう。(Ｈ28・1訂正）

競技者は動かせる障害物と判断したが、 マーカーに判断の権限はない。後の紛争を
マーカーと意見が異なった。 避けるため競技委員に意見を求めてください。

プレーヤーがカップに向かって打ったボールが、 ギャラリーにより偶然方向が変えられた場合は
第三者（ギャラリーを含む）によって故意に 止まった位置からプレー続行する。
止められた。 故意に止められた場合は、競技委員に判断を
どのように対応したら良いでしょうか？ 委ねてください。

コース内にあったボールをキツネ、カラスが ボールのあったと思われる場所に新たなボール
21 咥えて持ち去った。 無 をプレースしてプレーを続ける。この場合は、

ボールが見つからなくても紛失球にはならない。

以前ある大会に出たときの競技説明で、 パークゴルフの場合、アドレス中クラブがボール
アドレス時クラブフェースにボールが接触したら に触れてボールが動いても戻れば１打としない。

22 １打となるので接触させないでアドレスする事と、 無 という条項があります。(ボールが触れた程度の
説明があったがどうなのか？ 意）従って、ボールとクラブフェースが接触しても

ボールが動かない限りペナルティはありません。

プレーヤーはクラブの打球面で正しくボールを 常識として、ボールを打つのは打球面である
打たなけらばならないと、平成２２年のルール ということを知ってもらうために記載されています

23 ブックに記載されています。以前は、クラブヘッド が、変更になっていません。
のどこでも打っても良いとあったのですが クラブのどこに当たっても仕方がありません。
変更になったのですか？ （以前と同じ解釈です）

無

18

２打

２打

15

14

16 無

17

19

20
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スタイミーなコースで、１打目を打ったが OBと紛失球が重なっても、どちらか一方で
OBの方向に飛んで行ったがボールがみつから ボールデッドの為、２打付加のみ。
ない。ここのホールは、ブッシュの外側に この場合は紛失が優先され紛失したと思われる

24 OB杭があるコースです。 ２打 場所にプレースしてプレー続行。
同伴者からOBと紛失球だから４打 尚、OBの外側にブッシュがあり紛失した場合は、
ペナルティと言われた。 OBの２打を付加し入ったと思われる場所から

カップに近づかないように２クラブ以内にプレース

ボールに土がついたので、自分のボールを ２打付加し、あったと思われる位置にボールを
拾い上げ拭いた。(カップから２クラブ以上の距離） プレースしてプレーを続ける。

同伴者と話をしていて話に夢中になり ２打付加し、あったと思われる位置にボールを
自分のボールを蹴ってしまった。 プレースしてプレーを続ける。

ボールが枯葉の上に乗っかり打ちずらい、 枯葉は動かせる障害物です。上にボールが
27 そのまま打たなければならないのか？ 無 乗った場合は、ボールを拾い上げ枯葉を取り除き

あったと思われる場所にボールを置きノーペナ。

２打目以降のプレー中、うっかり手から離れた 自分が自分のボールを動かしたことになり
クラブが自分のボールに当たった。ちょうどクラブ ペナルティになります。

28 ヘッドの部分がボールに当たったのでストローク ２打 クラブヘッドに当たろうが、シャフトに当たろうが
の１打と処理して良いのでしょうか？また、シャフ ２打を加算し、元にあったと思われる場所に
トの部分に当たった場合はどうでしょうか？ 戻さなければなりません。

ショットしようとしたら、ボールが動き出したが １ストロークと、２打付加。止まった位置から
そのまま打った。 次打となる。

コース内にキノコが生えている。ボールに キノコは動かせる障害物。
アドレスしたら、キノコが折れる。どうしたら良い？ 抜いても構わない。

ＯＢになったボールをクラブで打ってボールを ＯＢになった時点で、ボールデッド（中断）の為
コース内に戻した。打数をカウントすべきでは？ ボールを打っても打数をカウントしない。

ティーショットを打ったら、木の上にボールが アンプレヤブル宣言をし、木の上のボールの
32 止まった。アンプレヤブル宣言して、次打を打ち ２打 真下を起点として、カップに近づかない２クラブ以内

たいが、どう処置したら良いですか？ にプレースする。（ボールから斜めに２クラブではない）

雨の日にプレーしたら、ボールに枯葉がくっついて 枯葉は、動かせる障害物です。取り除いても
しまった。取り除いたらペナルティか？ ペナルティになりません。

自分たちのグループからは起伏等でボールの状況が 本来、公式大会の場合、このようなホールがある場合は、

分からない時に、ボールの近くにいた他の者から、 は競技委員を配属しなさいという風になっています。

後のボールが当たって先のボールがＯＢラインを したがってこの場合は、競技委員の指示に従って

越えていった」と指摘、この場合他の者の指摘は有効 プレーする。それ以外の場合は、第三者の指摘は、

か？（競技役員ではない） 参考にしてプレーに反映させることができるとなって

います。

26 ２打

２打

２打

34

31

25

無

33 無

無30

29
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競技会で、３人でプレーしていたが、１人が失格扱い ・失格に関して

となってしまった。この状況で、競技委員に報告せず、 失格の罰則は、非常に厳しい判定ですので、判定は

ホールアウトした。この場合の対処方法はどうしたら 競技委員に委ねるべきで、周りから言われたから失格

良いでしょうか？ にするということには、なりません。

ルールブック、大会基本要綱にも、この問題は、 ・途中からの２名でのプレーに関しては、ルールブックには

35 触れていませんが・・・・・・ ４人以下で回るようになっていて、２名で回ることは

禁止していません。しかし、不正防止等を含めこれからは、

３人以上のプレーを指導していきます。突発的に

２人になった場合は、競技役員の補充を得てプレー続行

するか２人組になってしまった前後の組の4人パーティー

から、１人を2人のグループに入れて３人でプレー

するようにしましょう。

ホールアウトし、次のティグランドへ移動中に、 練習ストロークではないので、ペナルティになりません。

ボールについた枯草を取り除こうとして、草むらで ただし、紛らわしい行為はしないほうが望ましいでしょう。

ボールを転がしたら同伴者から「ペナルティ」だと
云われた。

ＯBゾーンの近くに止まったボール。セーフなのだが 体が、ＯＢゾーンの中に入っていても可。鉄柵の外に

立って打つことができるのであれば問題なし。

体は、ＯＢゾーンの中に入り、鉄柵の外側から
プレーすることは可能か？

コース内の真ん中に低い樹木があり、その樹木に 現行の規則では禁止としておりません。
38 ボールが乗ってしまった。ボールをそのまま打った しかし、エチケットに反する行為です。

場合、ペナルティになるか？マナー違反になるか？ コース管理者は、ＯBゾーンで囲むことで、
樹木を保護する必要あり。

木の枝に乗っかる形で止まったボール（地面から スイングの結果、ボールが動いたので１ストローク
５０センチ）を打とうとしてスイングしたところ、 になる。
打ち損ねてヘッドが木の枝に当たり、その衝撃で
ボールが地面に落ちた。この場合、１ストロークに
なるのか？

２打目地点で、同伴者のボールをお互い間違えて 交換することはできません。正しい処置は「誤球の

打ったときは、「お互いのボールを交換して自分の 当事者同士がストローク後に気が付いたときは、

ボールでホールアウトしても良いのでは？」という そのホールをホールアウトする

質問がありましたが・・・・？ までそのまま続行し、双方にペナルティを付加する。

（第２５条１項）

植え込みの下にある手の届かない取り出しにくい アンプレヤブル宣言しなければ、ならない。宣言をしないと、

41 所にあるボールをクラブで引き寄せてから、手で取り ペナルティとなり、ボールは元の位置に

上げることはペナルティになるか？ 戻さなければなりません。その後、アンプレヤブル宣言して

出さなければならないので要注意！

Ａ，Ｂ、Ｃ、Ｄコースを使用した大会、間違って 大会使用コースではないので、全員打たなくて良い。

Ｅコースの１番ホールを一人が打った、どうすべきか 正しいホールに戻り、全員に

２打付加。Ｅコースを２ＨＲ終了すると４打付加。

無

37 無

39

40

42

36
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Ａ３ホールのティショットをして、隣のコースの 気が付いた時点でアンプレヤブル宣言をして、

43 Ａ８ホールにカップインした。間違いに気づき 失格 その処置をするべきであった。同じ

再度ティショットして、正規のホールにカップイン ティグランドから、打ち直しをしているので、失格が妥当。

させた。この事例の処置は？ 但し、間違いやすいコースであったことを考慮し、

競技委員が協議するべき事案かも・・

近くの立ち木に当たったボールが跳ね返って
プレーヤーの左足→右足の順に当たりました。 その通りです。

（２度当たったことになる）単に、１ペナルティを
付加し、止まったところからプレー再開で良いで
しょうか？

「キノコ」は動かせる障害物として処理できるかと キノコは樹木などの成長物には当たらないと考えており

問い合わせがありました。 ますので、動かせる障害物としています。

（参考）

キノコは１時的に生えてくるもので、固定されていない。

木、草の類ではなく、菌類に分類されるため。

４、ラフ

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 ペナルティ

ラフの中にある自分のボールを蹴ってしまった。 自分のボールは規則で許されている場合を除き
1 ２打 触ってはいけない。２打を付加し元あったと

思われる場所にボールをプレースして続行。

林の中に止まったボールにアドレスしようとしたら ライの改善となり、２打付加。
2 背面から小枝が出ている。邪魔なのでその小枝 ２打 あるがままの状態でプレーが原則。

を足で踏んでアドレスした。

スタンスの位置が急斜面で、体勢が不安定だっ スタンスはしっかりと地面に足を据えても良いが、
たので、足場を作ってアドレスした。 地面を削ってスタンスの場所を作れない。

OB杭が邪魔なので抜いて打った。 OB杭は動かせない障害物である。アンプレヤブ
ルの処置か、そのまま打つか選択すること。

ボールがラフの中にある排水溝に入ってしまった ローカルルールで救済がない場合は、アンプレ
5 ヤブル宣言をしカップに近づかない２クラブ以内に

プレースしてプレー続行します。

林の中のプレーで打ったボールが木に当たり ２打付加となり、止まった位置からプレー続行
跳ね返り自分の体に当たった。

深いラフにボールが入りとても打てそうにない 規則で許されている範囲内であれば、バンカー
7 ので、アンプレヤブル宣言をしたいが ２打 フェァーウェー、ラフのどこにでもプレースする

フェアウェーに出しても良いでしょうか？ ことが出来る（２打付加）

3 ２打

44

45

4 ２打

２打6
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ボールが穴掘り動物の作った穴に止まり、打て 穴掘り動物の救済は規則にありません。
8 ないので救済を受けたいが・・・・ 従って、あるがままの状態でプレーとなります。

以前は、大木に体を接触して打っても、問題は 大木の場合は、ボールの位置や周辺の状況を
なかったのですが、平成２２年から厳しくなった 改善する事にならないためノーペナ。
のですか？ ストローク中を除き、樹木等の成長物に触れる

9 ことにより、自分のボールの位置や周辺の状況を
改善してはならないとなっています。
葉や小枝が体に触れたままの状態でストローク
を行うとペナルティとなります。

アドレスした時に、枝、葉に触れた時、バック アドレスをした時点で、枝、葉に当たっていなけれ
スイングした時に、触れた時、フォロースルーで ば、ストロークした時にクラブが枝、葉に触れても
触れた時何がペナルティーで何が、ノーペナ ノーペナです。
なのかわかりません。教えてください。 アドレス時に枝、葉に触れた状態でストローク

すると、ペナルティになります。

ボールマーカーがボールとぶつかりとんだ場合も
マークしたマーカーは、同伴者の同意を得て

ボールマークを要求され、そのマークが紛失した マークしたと思われる場所にマーカーを戻し、
場合の処置は？ ボールをりプレースしてプレーを続行します。

紛失した場合も同じで、そのマーカーが無く
なってもペナルティ付加はありません。

ボールが紛失して捜したが、同伴者からもう 捜す時間は決めていないが、継続のプレーヤーに
これ以上時間をかけられないと言われた。 迷惑のかからぬよう判断すべきである。

ストロークしようとして、バックスイングしたら、「後 止めないで、一気にストロークしてしまえばノーペナ
のネット、または植栽」にクラブが触れたので、 ですが、振り上げたクラブが植栽に触れたので、
ストロークを止めた。どうなるのか？ ストロークを止めた場合ペナルティになります。

バックスイングしたら、植栽にクラブが当たり
空振りをした。この場合、空振りが優先され 周囲の改善と見なされペナルティとなる。
ノーペナか？植栽に触れて周囲の改善をしたので

ペナルティになるのか？

５、修理地＆カジュアルウォーター

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 ペナルティ 処 置 ＆ 説 明

修理地に入ったボールをそのまま打った。 ペナルティを付加し、止まった位置から
プレー再開。修理地は救済を受けなければならない。

修理地内のボールを探している時、誤って 修理地内のボールは救済を受けなければなら
2 自分のボールを蹴ってしまった。 無 ない。修理地に入った時点でプレーは中断となる

ため、ペナルティにならない。

13

14 ２打

無

２打

無

２打

２打

1 ２打

11

10

12

13 / 25 ページ



修理地内にある水たまりにボールが止まった。 修理地内の水たまりは、カジュアルウォーター
どうしたら良いのでしょうか？ ではない。修理地からの救済を受ける。

修理地の処理をしたボールが、修理地外にある ボールをプレースする位置が水溜りになった
4 水溜りにプレースしなければならないが・・・ 無 場合、カジュアルウォーターとして更に救済を

受ける事が出来る。

グリーン奥が修理地になっているホールで、 ボールが修理地を通過してもペナルティに
ボールがグリーンオーバーして修理地も なりません。打ち戻しの通過も問題ありません。
オーバーしてしまった。修理地内を通過したら
ペナルティと言われた。

修理地の救済を受けてボールをプレースするの 救済を受けてボールをプレースする位置は、
だが、修理地内を通す位置にプレースすると 次打で修理地を通さない場所にプレースすること。
カップに真っ直ぐなので修理地を通す位置に
救済を受けた。

修理地を避けうる位置に救済を受けたのだが、 救済の受け方に問題は無かったので、
7 間違ってボールが修理地内を通った場合は 無 ペナルティはつきません。

どうなりますか？

修理地の杭にボールが、くっついてしまったので、 修理地の杭は、動かせない障害物です。
8 支柱を抜いてプレーした。 ２打 これを、抜いてプレーするとペナルティが

つきます。

ボールがラフに入っているが、その場所が カジュアルウォーターの救済はラフ、フェアウェー
カジュアルウォーターだが、フェアウェーに グリーンに関係なく
プレースした。 ①カップに近づかず

②水溜りを避けうる
③ハザード外でボールの止まった位置に「最も近い
位置」にプレースする。
この条件を満たせば、フェアウェー、グリーン上
でも問題ない。

ボールはラフに有るが、スタンスはフェアウェー フェアウェー、ラフに関係なしに規則に許されてい
だが、水溜りの中。 る範囲でプレースすることができる。
救済をフェアーウェー側に受けたら駄目でないか (条件を満たせば、バンカー、フェアウェー、ラフ
と言われた。 は関係ない）

修理地とカジュアルウォーターの救済の 修理地の場合の救済は、「義務」です。必ず
違いって何ですか？ 救済を受けなければなりません。カジュアル

ウォーターの場合は、そのまま打っても良いですし
救済を受けても良い二者択一になります。

カジュアルォーターの救済ですが、水溜りが横に いづれも、当該カジュアルウォーターを避けた
長く遠くなるため水溜り後方からボールを上げて 位置になっていないため、質問の状況のまま
打ちたいが・・・・また、水溜りの中のカップに近づ 打ったらペナルティとなります。
かない場所に浮島のようなものがあるので
そこからプレーしたらどうでしょうか？

9 無

10 無

11

12 ２打

無

5 無

6 ２打

3
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ボールは、フェアウェーにあるのだが、足元が １時的な水溜り内にボールか、スタンスがある

13 水溜りの中に入っている。救済は受けられるか？ 無 場合、あるがままでプレーするか、救済を受ける

事が出来ます。

修理地の表示として張ってあるロープが、スイング 救済の対象にならない。ロープは動かせない
の邪魔になる場合、救済の対象になるか？ 障害物です。

２打目以降で、右打ちすると背中がネットや 右打ちの人が左で打つことは救済ではない。

植栽に触れるので、左打ちをしようとしたら、 その時に水たまりがあり、カジュアルウォーターとして

15 スタンスが水たまり、救済を受けて、そのボールを 救済を受けることが出来る。救済を受けたボールを

プレースして今度は右で打てるが打って良いか？ 右で打とうが左で打とうが関係ありません。

水は全然溜まっていないのに、柔らかくなった 水が無くてもカジュアルウォーター（一時的水溜り）
地面にボールが食い込んで半分くらい埋まってる。 と同じ、救済を受ける事が出来ます。

カジュアルウォーターの判断基準が組によって 規則には書いておりませんが、スタンスをとった時に
差があり不公平感を感じます。靴に水が沁みる 水が沁み出てくるような場合はカジュアルウォーター

17 程度で救済している組もあれば、そのままプレー 内として扱うよう、指導しております。
している組もあります。判断基準はどの程度と
すべきでしょうか？

６、バンカー

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 ペナルティ 処 置 ＆ 説 明

1 バンカーの中のボールのすぐ後ろに｢松かさ」が 無 松かさも、動かせる障害物で取り除いても
あったので取り除いた。 ノーペナです。（枯葉、枯れ枝、小石、虫の

死骸等も動かせる障害物で取り除ける）

バンカーに２人のボールが入ったが、どちらが 誤球を防ぐために、最小限の砂を取り除くために
2 誰のボールか判らない。ボールの１部の砂を 無 ボールを触る事は許される。

取り除いて確認した。 （ライの改善にならないように注意してください）

同伴者のバンカーショットの為に、砂をかぶって ノーペナで、かぶった砂を取り除き、公正の理念
3 しまった自分のボール。どうしたら良いの？ 無 に従って初めのライとほぼ同様に復元すること

が出来る。

4 バンカー内の水たまりの中に、ボールが入って 無 バンカー内のカジュアルウォーターの救済方法は
しまった。 下記の２つ。

①バンカー内にプレースできるところがあれば
カップに近づかず、ボールのあった位置に出来る
だけ近いバンカー内にプレース。
②バンカー内にプレースする場所がない場合、
カップに近づかず、ボールのあった位置に
出来るだけ近いバンカー外にプレース。

14

16
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アドレス、バックスイングの際にクラブが砂に パークゴルフの場合、強く押しつけてライの改善
5 触れてしまった。ゴルフでは触れられないと 無 になるとペナルティとなるが、砂面に触れても

聞いたのですが・・・？ ノーペナです。

バンカーのそばにあったバンカーならしに接触し バンカーならしは、動かせる障害物である。
6 ていたボール。バンカーならしを取り除こうとした 無 取り除くときに動いた場合は、ノーペナで、元に

ら、ボールが転がってバンカーに入った。 戻すことができる。

7 バンカーにボールが入った。みると、足跡の中に ２打 ライの改善になり、ペナルティになります。
スッポリボールが入っている。前の組がならして そのままの状態で打たなければなりません。
行かなかったのが悪いので足跡をならしてそこに マナーとして入った場合は、キチンとバンカーを
ボールを置いて打った。 ならして出るべきである。

バンカー内の自分のボールにマークを要求された マークを要求された場合は、ボールを拭いても
8 ボールを拾い上げ、ついていた砂を拭いたら 無 構いません。それ以外は、当然駄目です。

駄目だと言われた。どうなんでしょう？

9 バンカーショットの際、フォロースルーのときに ２打 不正打ちで2打付加。ボールの止まった位置から
もう一度クラブにあたった。 プレーする。

２人のボールがバンカー内に！マークをしてもらい ノーペナで、掘れた砂を初めのライとほぼ同様に
10 打ったら、バンカーが掘れ、マーカーが飛んでし 無 復元してボールマーカーもあったと思われる場所に

まった。どう処理したら良いですか？ 戻す。

バンカー内でショットしたボールが戻ってきたのを クラブでボールを止めたことに対して１打を追加する
クラブで止めてしまった。動いているボールを ことは、ありません。規則３１条２項にプレーにおいて
止めた場合はペナルティは解っていたので プレーヤーの動いているボールを、プレーヤー自身
ペナルティを付加してスコアに記載した。すると、 により、偶然に方向を変えたり、止めた場合は
後続から、ペナルティのほかにクラブでボールを ペナルティを付加し、そのボールはあるがままの
止めたので１打付加ではないかと言われたが・・・ 状態でプレーしなければならないとあります。

７、OB＆ネット

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 ペナルティ 処 置 ＆ 説 明

ボールがネットの近くに止まり打てないのでネット スタンスはネットの裏にとっても構わない
の裏にスタンスを取って打った。 （ＯＢ側に立つことが出来る）の運用。

ボールがネットについて止まっているので裏から アンプレヤブル宣言する。ネットを介してボールを
2 ネットを介してボールを打った。 ２打 打つということはボールを正しく打ったことに

ならない。

1 無
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ネット付近での処置（ＮＯ　1）

①ネットを足、身体で押し開き隙間を作って打っ
た。

①　ライの改善でペナルティ

② ボールにヘッドを添え押し出した。 ②　不正打ちでペナルティ

ネット付近での処置（ＮＯ　2）
・ボールを打ったらクラブヘッドがネットに触れた。
（初めからヘッドがネットについていたら駄目）

ノーペナ
・ネットの反動を利用した。（決して薦められません
が規則上は罰打はなし）
・ネットをまたいで打った。

ネットの裏に行ったボールを、アンプレヤブル
5 宣言をしてネットの表にプレースすることはで できません。

きないですか？

ネット際でのプレーです。ストロークの途中で、 バックスイングでクラブがネットに当たるのは、
ネットにクラブが触れてもＯＫということですが、 ストローク中です。アドレス（構えた時）時、クラブに
バックスイングでネットに当たるのはストローク中 ネットに触れていなければ、バックスイング、
と解釈してよいのでしょうか？ フォロー後にクラブがネットに触れてもノーペナ！

ＯＢ区域から打った場合の処置はどうしたら 数年前までは、ルール無視で失格としていました
7 良いのですか？ ４打 が、現在は、ＯＢで2打付加、区域外からのプレー

で2打の加算となる。

ＯＢボールを1度置いたのですが再プレースは ＯＢボールは、再度置きなおしができます。
8 できますか？ ボールをプレースし、ストロークを行ったときに

「プレー中」のボールとなる。

ＯＢになったボールの処置ですが、ＯＢ杭を結び 入ったと思われるライン上にボールを置く事は

9 入った場所にプレースしてはダメでしょうか？ カップに近づいていると判断される可能性があり
ます。両サイドに振ってプレースしましょう。

ネットの近くや、障害物の近くにボールが行き、 シャフト軸線方向の動きは「スイング」と認め
クラブとボールの間が数センチしかない。クラブを ませんので不正打ちとなりますが、この場合は
ボールの真後ろにセットし左手でクラブをハンド スイング（ストローク）とみなします。しかし、
ファーストにして、右手を離した状態でクラブを上 無 押し打ちや２度打ちとならないよう十分な注意が
に上げて、右手で上から叩いてボールを出したが 必要です。
これは問題ないか？ ※クラブをボールに

くっ付けたままの状態に右手でシャフトを叩いて
打った場合は不正打ちの対象となる。、

ＯＢになってしまいました。カップに近づかない ボールが、ＯＢラインを横切ったと思われる位置
様に、２クラブ以内にボールを置いてプレーする を起点とし、カップに近づかず２クラブ以内に
と言われましたが、ボールが止まった位置？ ボールを置いて２打を付加してプレーを続行
ＯＢラインを横切った位置？ します。

10

11 ２打

無

3

4

6 無

２打
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ＯＢゾーンにボールが入りました。支柱の内側、 ＯＢ杭も、ＯＢゾーンの杭も支柱のコース側と、
12 外側（コース側）どちらにかかっていたら、 別の支柱のコース側のラインを結びラインに

セーフですか？ ボールがかかっているとセーフになります。

ボールがＯＢ杭のコース側にかかっていると ＯＢのペナルティと、処置違反を加算し、
13 自分で判断して打ったところ、同伴者から確認 ４打 ボールの止まった位置からプレーする。

していないと言われた。

アンプレヤブルは、何度でも宣言できる。
アンプレヤブルを宣言して、２クラブ以内に救済を １回で救済にならない場合は、もう一度宣言し
受けようとしたが、まだ打てない。どうしたら良い？ ２+２＝４打付加しプレー続行する。（３回は６打付加）

コース内の緩んだネットの上にボールが止まった ネットは、動かせない障害物として扱います。ストローク

時の処置。 中にクラブが触れてもペナルティになりません。

15 ①アンプレヤブル宣言し、プレー続行か？
②クラブがネットに触れなければ、そのまま打 ボールが打てなければアンプレヤブルとして、２打付加

っても構わないか？　 し、プレー続行してください。

ＯＢゾーンに入りＯＢになった。ＯＢゾーンを ＯＢゾーンをまたいで測定することはできない。
またいで２クラブの距離を測ることができるか？ （規則第８条３項）

ティショットが、ネットを越え隣のコースへ。打てない ネットを越えてプレースすることはできません。
17 のでアンプレヤブル宣言したいがネットを越えて

２クラブの測定はできるか？

１人がＯＢと主張した場合、話し合いの余地なく 止まっているボールの判定ですから、結論が複数

ＯＢと訊いていますが、その通りでしょうか？ でることは、ないと思います。どうしても、意見が分かれる

のであれば、競技役員を呼んで、判定をゆだねてください。

ティグランドからみると、中央にマウンドがあり、 同伴者以外の周りのプレーヤーの意見を
カップ周辺が見えないホールで、奥がＯＢのコース 取り入れ参考にすることができます。
行ってみたら、１個のボールがＯＢになっている。 間違いなくＯＢでは、ないのにティグランドから
すると、前の組のプレーヤーがボールが当たり 見えない為目撃者がいるにもかかわらずＯＢに
押し出してＯＢなったという。ＯＢの判定は、同じ することは、公正の理念に反する。
パーティー以外口出しできないと聞いたのだが・・・ 正しい、処置をすべきである。

ＯＢになったボールを取り出すのにクラブの使用を

ボールがＯＢゾーンに入った。クラブでボールを 禁止はしていません。ＯＢ区域が毒蛇、毒蜘蛛、毒毛虫等

20 かき寄せてボールを取ったら「ＯＢと不正打ち 危険のある場合もあるので禁止していないのです。

で４打付加」といわれた。 ボールを取り出した後は、手で拾い上げ規則に

従ってプレースすることをお勧めします。

ロングホールでティショットがラフの深い所に
打ち込み探しても見つからないので、紛失した 紛失球の処理をしてストローク後にボールが
と思い別のボールで２打目を打った。数メートル 見つかっても紛失球として処理したので
先でボールがあったので、そのボールを打ち 見つかったボールで打ち直した場合、
直した。この場合の処置は？ 練習ストロークとなり競技失格になる。

14

19

18

16

21
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ＯＢの時のボールの置く位置の質問。 カップに近づかなければ良いのですが、
カップに近づかず２クラブ以内にプレースだが 前方に置くことにより同伴者が
クラブのホール側に置くか、クラブの手前側に 「前に置く＝カップに近づく」と判断する
置くか？どちら側でも良いのですか？ 可能性もあるので、ティグランド側に

プレースすることがトラブルにならないと思います。

緩んでいるネット際での出来事です。通常のストローク ネットにクラブが触れボールに当たらなくても、
が出来ると判断し打ったつもりが、ネット上段を叩き ボールが動いているので１ストロークとなる。
ボールまでヘッドが届かず結果的に空振り？

と成りました・・・しかし緩んでいたネツトがボールに 尚、逆にネットにクラブが触れ空振りになって
当たった為に確実に動いています。 ボールが動かなかった場合、周囲の改善となり
この場合、１ストロークとするか、ペナルティに ぺナルティとなる。（Ｈ27・4・30本部回答）
するか、見解が分かれました。

どうしたらよいでしょうか？

グリーンの奥側が、扇型のＯＢゾーンである。 ２クラブ以内にカップに近づかないボールの置き場がない

ＯＢゾーンに入ったのだが、扇型のため 場合は、２クラブ以上離れた位置に

２クラブ出してもすべて近づいてしまう。 ボールをプレースすることになります。

この場合、どうしたらよいか？ カップとＯＢに入った位置から、同心円を描き

２クラブ以内よりも、カップに近づかない位置を優先

させること。（４クラブでも５クラブでも良い）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茶色のラインが２クラブ

                         　　　　　　 　　　　　　　●ここまで出さないと ※現在、公認コースには、このようなＯＢゾーンを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレースする 設置しないように指導している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所がない。 直線的なＯＢゾーンのラインとする。

２３と同様の質問です。 ペナルティはないが、ボールが動いたことにより
緩んだネット上のボールを打とうとして、バック ストロークしたことになります。
スイングをした時、ヘッドがネットに当たりその衝撃
でボールが動いてしまった。そこで、スイングを
中止しボールが止まった位置から無打罰で
打った。処置は正しいか？

２打目以降で素振りをして時にネットに触れた。 ライの改善になるのでペナルティが付加される。
ペナルティは発生するか？

８、ウォーターハザード

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 ペナルティ 処 置 ＆ 説 明
ウォーターハザード内から打った。 打てると判断した場合、水の有無にかかわらず

1 無 プレーして良い。ただし、カジュアルウォーターの
救済は摘要されない。

ウォーターハザード内のボールのすぐ横に ビニール袋は動かせる障害物である、
ビニール袋があったので取り除いた。 ハザード内でもペナルティなしで取り除ける。
排水溝にボールが入り、流れていったので 最初に入ったと思われる位置からカップに近づ

3 グリーンに近いところで拾い上げ、カップに ４打 かない2クラブ以内にプレースするのが正しい。
近づかず2クラブ以内にプーレスした。 アンプレヤブルのプレーとなり更に2打が加算。

2 無

２打26

25

22

24

23

 
 
 
 
 

ＯＢゾーン 
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ボールがウォーターハザード内に入り打てない。 ボールが最初にウォーターハザードに入ったと
4 ２打 思われる地点でカップに近づかない2クラブ以内

にプレースしてプレーを続ける。
フェアウェーを横切っている小川に流されて 最初にウォーターハザードに入った地点から

5 いってＯＢになった。 カップに近づかない2クラブ以内にプレスする。
ＯＢの付加は無い。

フェアウェーを斜めに横切っている小川に 小川を越えての処理はできない。アンプレヤブル
6 ボールが入り､アンプレヤブル宣言をし、対岸の ４打 と、処置違反で4打付加

カップに近づかない2クラブ以内にプレースした
ウォーターハザードに架けられた橋の上に 打てる場合は打っても良い。又、橋面にクラブを
ボールが乗った。 つけることも許される。
ウォーターハザードに入ったボールをアンプレヤ ウォーターハザード内の水域にあるボールは、

8 ブル宣言なしで拾い上げてしまった。 ２打 誰が見ても打てないのが常識であるのでこの

場合のみ、アンプレヤブル宣言をしたものとみなす

ウォーターハザードに入ったボールが紛失した。 紛失球に対するペナルティのみ付加する。

9 何打を付加すればよいのか？ ２打 入ったと思われる所からカップに近づかないよう

に、２クラブ以内に打つことが可能な地表の地点に

プレースしてください。

10 ウォーターハザードの動いているボールを打った。 ２打 ペナルティを付加し、止まった位置からプレー。

９、グリーン（カップ周り）

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 ペナルティ 処 置 ＆ 説 明

マークを要請された時、及びカップから2クラブ ボールマーカーを置いた時点で「プレー中」の
以内のマークについてどの時点で「プレー中」の ボールではなくなり、リプレースして「ボール

1 ボールで、どの時点で「プレー中でない」 無 マーカー」をはずした時に「プレー中」のボールに
か教えてください。 なる。ボールマーカーをはずさないで打った場合、

２打 ペナルティとなる。

グリーン外から打ったところグリーン上にあった 両者とも付加なし。「当てたボール」は、止まった
2 ボールにあたった。 無 位置。「当てられたボール」はあったと思われる

場所に戻す。

グリーン上で同時にパットし、両者のボールが マナー違反ですが付加はありません。
あたった。 止まった位置からプレイ続行。

同伴者からＯＫが出たのでボールを拾い上げた。 ストロークプレーは、必ずホールアウトしなければ
なりません。マークせず元の位置から2打を

4 ２打 付加してプレーする。
ホールアウトせずに次のティショットをすると

失格 同伴者も含めて失格になる。

グリーン上の木の葉を取り除いたらボールが 動かせる障害物を取り除くときにボールが動い
動いた。 てもＯＫ。ボールを元に位置に戻しプレイする。

7

3

5 無

無

無
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グリーン上で自分のボールを拾い上げた後、 拾い上げた後、まだインプレーになっていない為
6 誤ってボールを同伴者のボールに当て動かして 無 ペナルティはない。動かされたボールは元あったと

しまった。 思われる位置に戻してプレーする。

同伴者のマークした位置から誤ってプレーした ２打を付加してボールの止まった位置から
プレーする。

同伴者の要求によりマークの位置を動かしたが ２打を付加し、ボールの止まった位置からプレー
自分の順番になった時、マークの位置を戻さず 続行。慌てて拾い上げ、本来の位置に戻して
打ってしまった。 プレーすると打ち直しとなり失格になります。

注意してください。

グリーン上でパットするときに拾い上げたボール ボールマーカーを外す前に気がついて、正規
9 ではなく予備のボールをリプレースした。 のボールに取り替えたらノーペナ。

ボールマーカーを拾い上げたら２打付加。

パットしたボールがカップの直前に止まり、思わず ボールにクラブがあたらなければ無罰。
理性を失い本能的にクラブをボールに向かって 無 ただし、マナーに反する。
投げつけた。 ボールにあたった場合は２打を加算し、ボールの

２打 ある位置からプレー続行する。

カップの渕に止まっているボールが風で動いて プレイヤーの動作によらずに動いたボールは
ホールインした。 カップインが認められる。

ホールアウトした後にお互いのボールで ホールアウト後、両者に２打を付加する。
ないことがわかった。

パッティングしようとしたら、ボールが動き
出したがそのまま打った。

アドレス後パットしようとしたら、風が吹いて ストロークには数えません。止まった位置から
ボールが動いた。 プレー続行。

カップから2クラブ以内のボールの処置は？ 三者択一です。
①   お先にカップインさせることができる
②   マークをすることができる
③   そのまま置いておける

接触したボールのマークの仕方を教えて カップから遠い方のボールから先にボールマー
ください。 カーを打ち次に近い人がボールマーカーを打ちま

す。その後、カップから遠い人がボールをリプレー
スしてプレー続行します。近い人のボールマーカー
が邪魔になる場合は、目標物に対してボール
マーカーをクラブヘッド１個分移動させることが
できます。上記を省略してカップに近い人の
ボールを目標物に向かってボールマーカーを
打つということも例外的に認められています。

7 ２打

２打

14 無

15

16

1ストロークと2打付加になる。ボールが止まった位置
からプレー続行。

13 ２打

8

10

２打

11

12
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マークを要求されたので、あわててボールを ボールをマークするときは、先にマークしてから
17 拾い上げ、その後ボールを置いた。 ２打 ボールを拾い上げる。ボールを置くときには先に

ボールを置いてからマーカーを取る。

打ったボールが同伴者の足に当たって 動いているボールが局外者、同伴者によって
カップインした。 偶然に方向を変えられたり、止められたりした場合

は、誰にもペナルティはなく、あるがままの状態で
プレーする。カップインは認められる。

カップから2クラブ以内のボールは、マークする ２クラブ以内のボールは、バンカーでもラフに
ことが出来るが、２クラブの範囲にバンカー、ラフ 入っていても、マークする事ができます。
がある場合２クラブ以内のボールということで、
マークすることができますか？

ホールインワンをしているのに間違って同伴者の 誤球で、ホールインワン１+誤球のペナルティ２
ボールを打ってしまった。 で３となる。

グリーン上で、片手で打ってカップインさせたら、 ルール上、問題はありません。
同伴者からペナルティと言われた。 ただし、ボールとクラブの間隔をとらないで
どうなんでしょうか？ かきよせ等をすると、不正打ちとなり

ペナルティになりますので、注意をしてください。
正しくスイングをしていれば、問題ありません。

グリーン上で、パッティングした時、自分のボール この場合、誤球とはいいません。

22 を打ったらフォロースルーで相手のボールに 無 ノーペナで相手のボールをあったと思われる

クラブが当たってしまった。誤球か？ 場所に戻してください。

２クラブ以内のボールをマークする場合、 ２クラブ以内のボールをマークする場合は、

同伴者に同意を求める必要があるのですか？ 告知だけで、同意は必要ありません。

告知だけでも良いのでしょうか？また、 又、ボールマーカーをそのままにしてと言われても

ボールマーカーをそのままにしておいてといわれ マークが優先されます。

たらどうしたら良いのでしょうか？

カップの渕に止まったボール周辺の地面を プレイヤーの動作によりカップインしたため、

振動させたらカップインした。認められますか？ ボールを元に戻しペナルティをつけてプレー再開。

ボール取替が許されている特別な場合を 以前は、そういう対応をしていた時期もありましたが、

25 除いて、コース（９ホール）の途中では、 現在は、１ホール終了後、次のホールからボールを

取り替えられないと教えられたが 交換してプレーしても良いことになっています。

そうなのか？

競技会で予備カップの蓋がずれていて、 予備カップの蓋は、動かせない障害物です。ご質問の

26 当該者のライン上にあるため、同伴者の ように、不備がある場合は、大会前に修正すべきでしょう。

同意を得て、修正プレーをした。 もし、大会途中で不備が発見されたら競技委員に申し

出て対処してください。（基本は、あるがまま）

23

24 ２打

無18

20

21

19

２打

２打

無
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自分のボールは、カップより２クラブ以内にあったが カップより2クラブ以内のボールは、ルールにある通り

マークをしていなかった。他の３人が、パターを マークすることができます。

し終わった後、ボールについていた葉っぱが気に 3人が打ち終わった後に、マークをしてリプレースし

なったので、マークをしたところ、マークはできない パッティングをしても問題ありません。
ペナルティと言われたが、どうなんでしょうか？

カップに立っているピンが傾斜していて ボールが止まっている時点で、カップのふちより

（管理者の不注意や斜面のカップで発生するが・・） ボールが少しでも上に飛び出しているか？

パットしたボールが、カップとポールに挟まり ボール全体が上端より下に沈んでいるか？で、

（カランと）カップインしない状態で止まってしまった。 対応が変わります。挟まった時点でボールの全体が

どうしたら、良いでしょうか？ カップのふちより下へ沈んでいれば、カップインと

みなされるのでカランという音が無くてもボールを取っても

ＯＫです。その時点でカップのふちより少しでもボールが

上に飛び出ていればカップインとみなされません。

これを、カップに沈めなければいけません。

質問したいことはピンは、誰が真っ直ぐに直すことが

出来るのかということだと思いますが、プレーヤー本人が

真っ直ぐにしてボールをカップインさせることができます。

注意すべきは、ボールが半分入っているからと

それをカップインと勘違いして、ボールを拾い上げピンを

直してはいけないということです。

２０１６年版Ｑ＆Ａに、前の組をホールアウトせず 同伴者からＯＫが出たので、ボールを拾い上げた
次のホールでプレーヤーがティショットをした場合 場合の処置です。ＯＫボールを同伴者（全員）が
本人の失格が確定する。（同伴者は、ティショット 認めたことになりますので、次のティグランドで
をする前に指摘すべきである）また、同伴者が プレーヤーがティショットした場合、ホールアウト
アテスト時にホールアウトしていないことを 履行を集成できなくなります。その結果、失格に
認識していたにも関わらず、スコアを修正しない なります。
で、提出した場合、合意の反則となり全員が
失格となるについて、補足説明を求める。

規則には、グリーン上の他人のボールを触る 基本は、自分のボールにマークをするということが
事に関する記述がありません。Ａさんは、勝手に 普通ですが、邪魔になるボールのプレーヤーが
Ｂさんの（ボールに近くにいない）のボールを ボールと離れていた場合等は、競技促進のため
マークして拾い上げてもノーペナで良いでしょうか 近くの同伴者がマークしてもペナルティはない。

グリーン上で、間違って同伴者のボールマーカー 同伴者のボールマーカーであったが、自分の
に自分のボールを置いてパットして、それが ボールを置いて打ったのであるから、カップインは
カップインしてしまった。どうしたら良いか？ 認められる。しかし、間違った場所からのプレーに

対するペナルティが付加される

プレーオフで、２ホール目まではカップインするまで 距離０センチ㍍で、ホールインワンしたプレーヤー
それで決着がつかない場合は、ニアピンで決着 が勝者とすべきです。
とした場合１打でカップインした場合、ニアピンでは
ないのでどう対応したらよいか？

30

31

32

28

27

29
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10、用具
ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 ペナルティ 処 置 ＆ 説 明

プレー中にクラブのシャフトが折れた。 同伴者の確認を得て他のクラブに取り替える事が
できる。競技委員によるクラブ検査が必要である
同伴者の確認及び競技役員による検査を得ない
場合は失格となる。

プレーの途中で、クラブを間違い、よその人の 以前は失格だったが、現在はノーペナ
クラブで打ってしまった。２打目に気が付き
自分のクラブに変えてプレーしたがペナルティは
あるのでしょうか？

用具の基準が１部改正になった時、改正前の 以前のNＰＧＡ認定品は、基準が改正になっても
クラブは使用できないのでしょうか？ 使用禁止にはなりません。

4 クラブのソールに鉛を貼った。 失格 クラブの改造。

5 打球面に透明の保護シートを貼った。 失格 クラブの改造。

グリップに手の位置を決めるための加工（削り） クラブの改造。

をした。

打球面を測定器具の平らな面に押しつけると、 ロフト角があるとみなされ、違反クラブで
7 グリップ側のシャフトが下がっている 競技失格となる。

（グリップがついてしまう）

プレー中にボールが割れたが予備球を 同伴者も含む他のプレーヤーから借りることが
8 もっていなかった。どうしたら良いでしょうか？ できます。（紛失球の場合も同じ）

ティも借りることが出来ます。

ボールを打ったら、2つ以上に割れた。 ノーカウントにして、新しいボールに取り替えて、
打ち直しが出来る。

ゴルフのクラブは、ウェート調整ができるが、 クラブ改造の為、失格。
パークゴルフのクラブに鉛をはって重くした。

グリップ交換したいが、シャフトの認定マークに、 最近の認定マークは緑です。緑のグリップ交換は

赤と、緑があるが、その違いを教えてください。 同じメーカーのみ。赤は、他のメーカーにも取り替え可

Ｎ社製パークゴルフキャッチャー（ラバー製の ボールキャッチャーを取り付けたままプレーした場合、

ボール拾い）をクラブに装着し、競技会に出場した 改造クラブを使用したことになりますので、競技失格

12 場合、認められるか？ 失格 になります。クラブ使用に当たっては、滑り止めのテープ

あり や、目印のテープ等のほかは、如何なる付属物を、

取り付けてはならない(腰から下げるボールキャッチャー

使用は問題ないのでそれを使用しては？）

10 失格

9 無

2

1

無

11

失格

3

6 失格
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公式大会の中で、自分のボールにシールを貼って 以前、ボールに小さな刺青みたいにボールに

装飾を施したボールを認定するかどうかで検討したことが

プレーした方がいます。他人のボールと間違わないように あるそうです。その時に、まず、ボールに小さいけど穴を

あけているので、完全に改造品にあたるとして、

マジック等で目印をつけている人はいますが、はたして それはダメと結論が出ました。それでは事務用品店等、

で売っているシールや、昔の写し紙みたいな転写用紙は

これも、その範疇なのでしょうか？ 失格 どうするということになったそうなのですが、ボールの性

あり 能等には、問題は発生しないが

それくらい、問題はないだろうとする人と、あくまでも マジック等以外はダメと結論づけ、識別させるには

事務局 油性・水性ペン・ボールペン以外ダメだそうです。

マジック等の目印は良いが、それ以外は違反ボール 同伴者 今後の、公式大会は、今年のマルシンの鶴のマーク

等から のボールの件もありますのでクラブ以外のボールも

だという人がいます。見解をお知らせください。 借りて 検査対象にするべきでしょうね。

プレー

ください。

個人でクラブを加工することはできません。

クラブの打球面に、爪に塗るマニキュアを まして、打球面は、一切加工する事は認めていません。

14 塗ることは改造か？ 失格 マニキュアを塗ることは「改造」と見なされます。

傷がついたり１部かけたりした場合は、

メーカーに修理を依頼するのが正しい方法と思います。

カップ手前１０センチ止まったボールが プレーヤーが打てると判断したのだから、

パックリ口を開けていた場合、このボールを ノーペナでカップインは認められる。

カップインさせたら （規則１３条１項）のひびが入ったり、かけたり、

１、ペナルティを付加してカップインは認める。 割れているボールは・・・・同伴者の確認を得た

２、ペナルティを付加して、再度ティショットを 場合・・・別のボールに取り換えることができる。

し直すのか？ 「・・・・できる」は、「・・・・しなくても良い」の

意味にも取れます。

ボールにある「ＩＰＧＡ・クマゲラマーク」及び どちらか一方が見えない場合でも、大会では
「メーカーロゴ」が見えなくても大会で使用 使用することはできる（認定時には両方とも
出来ますか？ あったと推定されるため）

但し、両方のマークが消えて見えない場合は
大会で使用することはできない。

使用しているボールに下地が解る程度に ボールは、同伴者のボールと区別するため
アクリルスプレーで着色した場合、大会使用 マジックで目印をつけることは許されております。
出来ますか？ それ以外、ボールに手を加えることは一切

認めておりません。

13

16

15

17
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