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2016年ゴルフ規則の解説
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スコアカードを提 出する場 合、プレーヤーは各
ホールのスコアが正確であることについて責任を
持ちます。そして実際のスコアよりも少ないスコア
を記入したスコアカードを提出した場合、プレー
ヤーは競技失格となります。2016年規則ではこ
の違反に対して新しい例外を規定し、罰を軽減し
ています。もし、プレーヤーが罰を受けていたこと
を知らなかったために、その罰を加えずにスコア
カードを提出してしまったことが競技終了前に発
覚した場合には、罰は競技失格ではなく、その受
けた罰と、この規則に規定されている2打の罰を
そのホールのスコアに加えることになります。
例えば、プレーヤーが5番ホールで、バンカー内の
球の後ろにあった枯葉を取り除いてしまいました。
プレーヤーはその行為が規則13-4の違反とは知
らず、本来課さなければならない2打の罰を加え
ずにスコアカードを提出しました。このことが競技
終了前に発覚した場合、委員会は規則6-6d例外

に基 づき、スコアの修 正をすることになります。
このプレーヤーの5番ホールのスコアには、本来
課さなければならない規則13-4違反の2打の罰
と、規則6-6d例外の2打の罰の合計4打の罰が
5番ホールのスコアに追加されます。
この例外規定は罰を受けていたことをプレーヤー
が知らなかった場合に適用されます。罰を受けて
いたことを知っていながら、その罰を加えずにス
コアカードを提出した場合は、これまで通り、競技
失格となります。

「罰を知らなかった」という解釈には、本来2打の
罰であったところを、規則を知らずに1打の罰を課
してしまったケースも含まれます。
この規則6-6d例外の規定はあくまでもスコアカー
ドを提出した後で、競技が終了する前に、罰を課
していなかったことが発覚した場合に適用されま
す。一方で、競技がすでに終了した後に、罰を知ら
なかったためにその罰を追加せずにスコアカード
を提出していたことが発覚した場合、そのプレー
ヤーのスコアは修 正できず、そのままとなります

（規則34-1b例外参照）。

現在の規則では、正規のラウンド中に、プレーの
援助となる人工の機器を使用した場合の罰は競
技失格です。例えば、正規のラウンド中に練習器
具や、違反手袋を使用してスイングをチェックした
場合です。2016年規則では、この罰が軽減され、

最初の違反についてはマッチプレーではそのホー
ルの負け、ストロークプレーでは2打の罰となりま
す。そして、それ以降にまたこの規則の違反があっ
た場合は、競技失格となります。
例えば、ティーショットで違 反となる手 袋を使 用
し、同じ手袋をしたまま第2打もプレーした場合、
このプレーヤーは競技失格となります。

クラブの一方を体に固定して安定点を作り、片方
の手でクラブを振る、という打ち方を禁止するため
に規則14-1bが追加されました。この規定は、ク 
ラブの長さを制限しているわけではありません。 
球 の打ち方についての規定です。また、この規定
はパッティングだけでなく、すべてのストロークに
対して適用されます。
ゴルフは長いクラブを両手でコントロールする技
術を競うゲームです。したがって、クラブを振るの
ではなく、クラブの一部を固定してそれを安定点と
して片手でクラブを打つという方法を規則は禁止

したいのです。
安定点を作るためにクラブを意図的に直接体に
接触させてはいけません。また、同様に安定点を
作るために、クラブを持っている片方の手を意図
的に体に接触させてはいけません。安定点を作るた
めに前腕を体に接触させることも禁止しています。
キーワードは、「安定点を作るために意図的に」で
す。例えば、安定点を作る意図はなく、正しいスト
ロークをする上で、偶々クラブやクラブを握ってい
る手、前腕が洋服に触れてしまっても違反とはな
りません。
この規則に基づき禁止される打ち方についての
詳細なガイドライン（写真つき）はJGAホームペー
ジに掲載されていますのでご参照下さい。

現在の規則では、アドレスしたあとで球が動いた
場合、プレーヤーがその球を動かしたものとみな
され、プレーヤーは1打の罰を受け、その球をリプ
レースしなければなりません。この自動的にプレー
ヤーに罰を課すことになる「みなし規定」は固くて
速いグリーンをプレーするプレーヤー達を悩まして
きました。プレーヤーに原因がなくても、アドレス
したあとで球が動いた場合、罰を受けることにな
るからです。そこで2012年規則では例外規定を
設けて、プレーヤー以外のものによって球が動か
されたことがほぼ確実であるという証拠があれば、
1打の罰を課すという規定は適用しないことにな
りました。この時点で、事実上、規則18-2bの持つ

「みなし規定」の意味は無くなりました。
2016年規則では規則18-2bを削除し、アドレス
したあとかどうかは関係なく、プレーヤーの止まっ
ているインプレーの球が動かされた場合、プレー
ヤーサイドに原因があればプレーヤーは1打の罰
を受けてリプレース、プレーヤーサイドに原因がな
ければ罰なしに新しい位置から（ただし他の規定
が適用となる場合は除きます）プレーしなければな
りません。
今 回の改 訂により、規 則18-2は2000年 規 則ま
で規定されていた規則18-2c「球から1クラブレン
グス以内にあるルースインペディメントを取り除い
たあとに球が動いた場合はプレーヤーが動かした
ものとみなされる」というみなし規定の削除に続
き、規 則18-2bが今 回 削 除されることで、とても
シンプルになりました。

2016年ゴルフ規則の解説
ゴルフ規則は4年に1度改訂されます。2016年規則の主な改訂点について解説いたします。

1 . スコアを誤記して提出した場合の
罰の軽減 （規則6-6d 例外）

2 . 練習器具等を使用した場合の罰の
軽減 （規則14-3 罰則）

3 . クラブのアンカリングの禁止
（規則14-1b）

4 . 規則18-2b「アドレスしたあとで
動いた球」が削除 （規則18-2）
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2016 年度 JGA ナショナルオープンゴルフ選手権
アマチュア予選会の日程が決定

～あなたも JGA/USGA ハンディキャップインデックスを
　　　　　　　　　　　　　　取得してナショナルオープンに挑戦を～

JGA/USGAハンディキャップインデックスの取得方法は、
JGA事務局（℡03-3566-0003）にお問い合わせください。

競技名 開催日 コース

日本OP
（狭山）

ドリームステージ① 4/25/月 廣野ゴルフ俱楽部 兵庫
ドリームステージ② 4/25/月 武蔵カントリークラブ・笹井コース 埼玉
ドリームステージ③ 5/9/月 仙台カントリー俱楽部 宮城
ドリームステージ④ 5/9/月 小野ゴルフ俱楽部 兵庫
ドリームステージ⑤ 5/16/月 東京ゴルフ俱楽部 埼玉
ドリームステージ⑥ 5/30/月 愛知カンツリー俱楽部 愛知
ドリームステージ⑦ 5/30/月 古賀ゴルフ・クラブ 福岡
ドリームステージ⑧ 5/31/火 我孫子ゴルフ倶楽部 千葉
地区予選① 7/11/月 大洗ゴルフ俱楽部 茨城
地区予選② 7/19/火 琵琶湖カントリー俱楽部・栗東/三上コース 滋賀
地区予選③ 7/25/月 カレドニアン・ゴルフクラブ 千葉
地区予選④ 7/25/月 東広野ゴルフ倶楽部 兵庫
地区予選⑤ 8/1/月 浜野ゴルフクラブ 千葉
地区予選⑥ 8/8/月 四日市カンツリー俱楽部 三重
最終予選① 9/5/月-6/火 紫カントリークラブ・すみれコース 千葉
最終予選② 9/5/月-6/火 六甲国際ゴルフ俱楽部・東コース 兵庫

女子OP
（烏山城）

ドリームステージ① 5/9/月 鳴尾ゴルフ俱楽部 兵庫
ドリームステージ② 5/16/月 相模カンツリー俱楽部 神奈川
地区予選① 6/13/月 ジャパンメモリアルゴルフクラブ 兵庫
地区予選② 6/20/月 日高カントリークラブ・東/西コース 埼玉
地区予選③ 6/27/月 東松苑ゴルフ俱楽部 栃木
地区予選④ 8/1/月 JFE瀬戸内海ゴルフ俱楽部 岡山
地区予選⑤ 8/8/月 千葉カントリークラブ・野田コース 千葉
最終予選 8/29/月 相模原ゴルフクラブ・東/西コース 神奈川

シニアOP
（習志野）

ドリームステージ① 5/16/月 嵐山カントリークラブ 埼玉
ドリームステージ② 5/23/月 東名古屋カントリークラブ・西コース 愛知
ドリームステージ③ 5/30/月 鷹之台カンツリー俱楽部 千葉
ドリームステージ④ 6/6/月 宝塚ゴルフ俱楽部・旧コース 兵庫
地区予選① 6/21/火 岐阜関カントリー俱楽部・西コース 岐阜
地区予選② 7/11/月 小野グランドカントリークラブ・NEWコース 兵庫
地区予選③ 7/19/火 平川カントリークラブ 千葉
地区予選④ 7/25/月 ザ・クラシックゴルフ俱楽部 福岡
地区予選⑤ 7/25/月 スプリングフィルズゴルフクラブ 茨城
最終予選 8/29/月 大利根カントリークラブ・東コース 茨城

ドリームステージを心から楽しむ出場選手。ハンディキャップインデックスがあればアマチュアゴル
ファーでも出場できるのがドリームステージの魅力。

日本オープン、日本女子オープン、日本
シニアオープンのナショナルオープン
ゴルフ選手権を名実ともに日本一を決
する舞台とするために取り組んでいる
諸改革の一環として2015年に創設
した『ドリームステージ』。2016年は、
3オープン全てで『ドリームステージ』
を開催する他、地区予選と最終予選を
拡大することを決定しました。
日本オープンでは、『ドリームステー
ジ』を2015年の3会場から8会場に
拡大。日本女子オープンと日本シニア
オープンは、新たに『ドリームステー
ジ』を創設し、より多くのアマチュア 
プレーヤーに夢の舞台に挑戦する機
会を創出します（開催日程と開催コー
スは別表参照）。『ドリームステージ』
は、廣野ゴルフ倶楽部や我孫子ゴル
フ倶楽部、古賀ゴルフ・クラブなどオー
プン開催コースが舞台となり、エン 
トリーフィ 2 万円、別途、プレーフィ

（各開催コースが定める特別料金）が
必要となります（開催日程と開催コー
スは別表参照）。

『ドリームステージ』は、JGA/USGA
ハンディキャップインデックスを取得
しているアマチュアゴルファーであれ
ば、参加が可能（※1）なアマチュア
予選会です。
ナショナルオープンのアマチュア予選
会の概要は、2016年1月中旬頃に
JGAホームページで掲載しますので、
皆さんもJGA/USGAハンディキャッ
プインデックスを取得して、日本を代
表するコースでナショナルオープンの
夢の舞台に挑戦してみませんか？

2016年度　3オープン　ドリームステージ～地区予選～最終予選

（平成27年12月18日現在）

※1 日本オープン『ドリームステージ』：年齢・性別・居住地区に関係なく出場可能
　   日本女子オープン『ドリームステージ』：年齢・居住地区に関係なく出場可能
　   日本シニアオープン『ドリームステージ』：居住地区に関係なく出場可能

正規のラウンド中、距離計測機器を使用すること
は原則禁止されていて、ローカルルールでその使
用を認めることができるという現行の規定は2016
年規則でも同じです。
ローカルルールでその使 用が認められる場 合、
現在の規則では2点間の距離を計測する機能以外
の計測機能（例えば、風向き、風速、標高差など）
を持つ機器は、例えそれらの機能を使用しなかっ
たとしてもその機器を距離計測のために使用す
ることはできません。例えば、距離以外の状況を
計測できるナビを搭載したカートは、ローカルルー
ル のもとであっても使 用することはできません
でした。
2016年規則では、規則では認められない計測装
置やアプリを搭載されている機器（スマートフォン
など）であっても、2点間の距離計測以外の機能
を使用しなければ、距離計測機器として使用する
ことができるようになりました。

5 . 距離計測機器の使用を認める
ローカルルール

2016年規則では内容はこれまでと変わらないも
のの、読みやすくするための改訂が行われています。
例えば、処 置について疑 問がある場 合に2つの 
球をプレーすることができる規 則3-3の 規 定は
競技者のための処置と、委員会側の処置につい
て区別するように再構成されました。また、ウォー
ターハザード内からプレーした球がまたそのウォー
ターハザード内に入ってしまった場合の処置につ
いて規定する規則26-2では罰が合計でいくつに
なるのかを明確にするために改訂されました。付
属規則Ⅰでは（A）をローカルルール、（B）を競技の
条件とし（C）が削除されました。

6 . その他明確化のための改訂

規則改訂に伴い、ゴルフ規則裁定集も改訂され
ます。新しい裁定が29、改訂された裁定が81、削
除された裁 定が17あります。2016-17ゴルフ規
則裁定集は現在翻訳作業をしており、発刊は2月
上旬を予定しています。また、JGAホームページで
は年内にその全文が閲覧できるようになります。

7 . ゴルフ規則裁定集

第 1 章　エチケット
第 2 章　用語の定義
第 3 章　プレーについての規則
付属規則 Ⅰ 　ローカルルール；競技の条件
付属規則 Ⅱ　クラブのデザイン
付属規則 Ⅲ　球
付属規則 Ⅳ　機器と他の携帯品
アマチュア資格規則
2016 年規則主要な変更点

2016年版ゴルフ規則

価格：600 円（税込）

ゴルファー必須の一冊です。
世界統一の正式なルールブックです。

R&A/USGA 合同規則裁定集は
2 年に 1 度改訂されます。

2016 ～2017年版
ゴルフ規則裁定集

価格：4,000円（税込）

※ 2016 ～2017 年版ゴルフ規則
裁定集は、2016年2月上旬販売
予定です。

2016年版ゴルフ規則書は
　　　　　JGAホームページ JGAショップから ご購入いただけます！

お求めはこちら ▶ http://www.jga.or.jp
（財）日本ゴルフ協会ホームページ JGAショップでお求めください。


