
「日本アマチュアゴルフランキング」は、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが開発した、日本におけるアマ
チュアゴルファーのランキング制度です。JGA 主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技、および国際競技などランキング対象
競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定します。
2012年7月からの制度運用開始を予定しています。
本ランキングの創設により、日本のアマチュアプレーヤーが年間を通じて競技会への目標意識を高め、日々の研鑽に励むことが
期待されるとともに、JGA男女ナショナルチーム/JGA男女ナショナルチーム候補選手の選考の際にも活用していくものです。

ランキング対象競技に出場したアマチュア競技者は、各ラウンドのスコア（ストロークポイント）と競技最終成績順位（プレイスポイント）
と日本男女アマのマッチプレーラウンドの最終順位（マッチプレーポイント）に基づく３つのポイントを獲得。

「日本アマチュアゴルフランキング」登録競技一覧

日本アマチュアゴルフランキングの創設
2014年世界アマチュアゴルフチーム選手権、2016年オリンピックでの金メダル獲得を目標に、JGAが取り
組んでいる競技者育成強化事業の一環として、「日本アマチュアゴルフランキング」が創設されました。

「日本アマチュアゴルフランキング」の仕組み

《JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技》
クラス 選手権名

特A

日本オープンゴルフ選手権競技
日本女子オープンゴルフ選手権競技
日本アマチュアゴルフ選手権競技
日本女子アマチュアゴルフ選手権競技

A
日本学生ゴルフ選手権競技、日本女子学生ゴルフ選手権競技
日本ジュニアゴルフ選手権競技 15歳～17歳の部（男女）
アジアアマチュア選手権

B

日本ジュニアゴルフ選手権競技 12歳～14歳の部（男女）
地区アマチュアゴルフ選手権
日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技
日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技
国民体育大会・ゴルフ競技（全部門）
文部科学大臣杯争奪 全日本大学・高等学校ゴルフ対抗戦
朝日杯争奪全日本学生ゴルフ選手権
全国高等学校ゴルフ選手権春季大会
全国高等学校ゴルフ選手権夏季大会
全国中学校ゴルフ選手権春季大会
全国中学校ゴルフ選手権夏季大会
全日本パブリックゴルフ選手権（男女）
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 パナソニックオープン

C 地区ジュニアゴルフ選手権
地区学生ゴルフ選手権

《ナショナルチーム対象国際競技》
クラス 選手権名

A アイゼンハワートロフィー 世界アマチュアゴルフチーム選手権
エスピリトサントトロフィー 世界女子アマチュアゴルフチーム選手権

B ノムラカップ アジア太平洋アマチュアゴルフチーム選手権
クィーンシリキットカップ アジア太平洋女子招待ゴルフチーム選手権

C ユニバーシアード競技大会

D
ネイバーズトロフィーチーム選手権
スピリットインターナショナルアマチュアゴルフ選手権
デュークオブヨークヤングチャンピオンズトロフィー

E JGA派遣個人派遣競技

ストロークポイント
ストロークプレー競技のラウンド毎に
算出。

マッチプレーポイント
日本男女アマ・マッチプレーの最終
成績に基づいて獲得。

プレイスポイント
ストロークプレー競技の最終成績順位
に基づいて獲得。

「日本アマチュアゴルフランキング」登録競技に出場 （登録競技一覧は下記参照）

「日本アマチュアゴルフランキング」決定　直近1年間の獲得ポイント総計による。

■ストロークポイントの算出方法　　　　注1：標準スコア（RS）＝ラウンドごとのレベルを図る標準値
ストロークプレー競技のラウンドごとに、標準スコア（RS）注1を設定し、プレーヤーのスコアと標準スコア（RS）の差に基づいて、下記の
ストロークポイント換算表に設定されたポイントを選手に付与する。

■プレイスポイントの算出方法
ストロークプレー競技の最終成績順位に基づいてポイントを選手に付与する。
対象順位とポイント設定は、競技のクラスに応じて異なる。

※標準スコア（RS）の設定方法について
●JGA主催競技、日本高等学校ゴルフ連盟、日本学生ゴルフ連盟、日本パブリック協会主催競技
　設定方法：各ラウンド上位15位タイの平均スコア
●各地区ゴルフ連盟主催競技
　競技の各日上位15位タイの平均スコアを算出。
　それを合計した数値÷競技日数により各地区競技平均スコアを算出。
　8地区の平均スコアを合計し、平均化したものを標準スコアとする。

ストロークポイント換算表
対RS　－10 対RS　－9 対RS　－8 対RS　－7 対RS　－6

20 pt 19 pt 18 pt 17 pt 16 pt
対RS　－5 対RS　－4 対RS　－3 対RS　－2 対RS　－1

15 pt 14 pt 13 pt 12 pt 11 pt
対RS　±0 対RS　＋1 対RS　＋2 対RS　＋3 対RS　＋4

10 pt 9 pt 8 pt 7 pt 6 pt
対RS　＋5 対RS　＋6 対RS　＋7 対RS　＋8 対RS　＋9

5 pt 4 pt 3 pt 2 pt 1 pt

《特Aクラス競技》　 ▲

日本アマチュアゴルフ選手権競技　

▲

日本女子アマチュアゴルフ選手権競技

メダリスト 20 pt 2位 10 pt 3位 8 pt 4位 7 pt 5位 6 pt
6位 5 pt 7位 4 pt 8位 3 pt 9位 2 pt 10位 1 pt

《特Aクラス競技》　 ▲

日本オープンゴルフ選手権競技　

▲

日本女子オープンゴルフ選手権競技

ローアマ 35 pt 2位 20 pt 3位 15 pt 4位 10 pt 5位 7 pt
6位 5 pt 7位 4 pt 8位 3 pt 9位 2 pt 10位以下 1 pt

※アマチュア順位・総合成績順位によって特別ポイントを付与する。

《Aクラス競技》
優勝 30 pt 2位 15 pt 3位 10 pt 4位 7 pt 5位 5 pt
6位 3 pt 7位 2 pt 8位 1 pt

《Bクラス競技》
優勝 15 pt 2位 10 pt 3位 5 pt 4位 3 pt 5位 2 pt

《Cクラス競技》
優勝 10 pt 2位 5 pt 3位 3 pt

《Dクラス競技》
優勝 5 pt

ポイントの算出方法
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日本アマチュアゴルフ選手権競技　ベスト16 メダリスト
ストロークポイント

14 pt + プレイスポイント
20 pt + マッチプレーポイント

10 pt = 合計獲得ポイント
44 pt

日本オープンゴルフ選手権競技　10位T（ローアマ）
ストロークポイント

11 pt + プレイスポイント
35 pt = 合計獲得ポイント

46 pt

中国アマチュアゴルフ選手権競技　優勝
ストロークポイント

12 pt + プレイスポイント
15 pt = 合計獲得ポイント

27 pt

日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳～17歳の部　14位T
ストロークポイント

9 pt + プレイスポイント
0 pt = 合計獲得ポイント

9 pt

ポイント総合計
126 pt

日本女子アマチュアゴルフ選手権競技　ベスト32・クオリファイングラウンド10位
ストロークポイント

10 pt + プレイスポイント
1 pt + マッチプレーポイント

5 pt = 合計獲得ポイント
16 pt

日本女子オープンゴルフ選手権競技　43位T（アマチュア内で10位）
ストロークポイント

7 pt + プレイスポイント
1 pt = 合計獲得ポイント

8 pt

日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳～17歳の部　3位
ストロークポイント

13 pt + プレイスポイント
10 pt = 合計獲得ポイント

23 pt

中部ジュニアゴルフ選手権　2位
ストロークポイント

11 pt + プレイスポイント
5 pt = 合計獲得ポイント

16 pt

ポイント総合計
63 pt

日本アマチュアゴルフ選手権競技　優勝・クオリファイングラウンド15位
ストロークポイント

9.5 pt + プレイスポイント
0 pt + マッチプレーポイント

70 pt = 合計獲得ポイント
79.5 pt

日本オープンゴルフ選手権競技　CUT 83位T
ストロークポイント

3 pt + プレイスポイント
0 pt = 合計獲得ポイント

3 pt

中国アマチュアゴルフ選手権競技　2位
ストロークポイント

11.5 pt + プレイスポイント
10 pt = 合計獲得ポイント

21.5 pt

日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳～17歳の部　7位T
ストロークポイント

10 pt + プレイスポイント
2 pt = 合計獲得ポイント

12 pt

ポイント総合計
116 pt

日本女子アマチュアゴルフ選手権競技　ベスト32・クオリファイングラウンド 3位T
ストロークポイント

13 pt + プレイスポイント
8 pt + マッチプレーポイント

5 pt = 合計獲得ポイント
26 pt

日本女子オープンゴルフ選手権競技　CUT 69位T
ストロークポイント

2.5 pt + プレイスポイント
0 pt = 合計獲得ポイント

2.5 pt

日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳～17歳の部　21位T
ストロークポイント

10 pt + プレイスポイント
0 pt = 合計獲得ポイント

10 pt

九州女子アマチュアゴルフ選手権　13位T
ストロークポイント

9 pt + プレイスポイント
0 pt = 合計獲得ポイント

9 pt

ポイント総合計
47.5 pt

■ナショナルチーム対象国際競技のプレイスポイントおよびマッチプレーポイント

《日本アマチュアゴルフ選手権競技のポイント算出例》
日本アマチュア選手権（特Aクラス競技）に出場した上記男子2人のプレーヤー（Aくん、Bくん）が獲得するポイントは、それぞれの成績

（スコアと順位）に基づいて以下のように算出します。ストロークポイント、プレイスポイント、マッチプレーポイントを組み合わせることに
より、各プレーヤーの技量を総合的に評価することができます。
※ストロークプレー各ラウンドの標準スコア（RS）をイーブンパー（72）と設定した場合

ストロークプレー第1ラウンド ストロークプレー第2ラウンド ストローク
ポイント計③

（①+②÷2）

ストローク
プレー

最終順位

プレイス
ポイント④

マッチプレー
最終成績

マッチ
プレー

ポイント⑤

合計獲得
ポイント

（③+④+⑤）スコア RS 対RS ストローク
ポイント① スコア RS 対RS ストローク

ポイント②

Aくん −1 72 −1 11 pt ＋2 72 ＋2 8 pt 9.5 pt 12位タイ 0 pt 優勝 70 pt 79.5 pt
Bくん −2 72 −2 12 pt −6 72 −6 16 pt 14 pt メダリスト 20 pt ベスト16 10 pt 44 pt

《ポイント算出方法の具体例》
※ストロークプレー各ラウンドの標準スコア（RS）をイーブンパー（72）と設定した場合

《Aクラス競技》　 ▲

アイゼンハワートロフィー 世界アマチュアゴルフチーム選手権　

▲

エスピリトサントトロフィー 世界女子アマチュアゴルフチーム選手権
  代表選手 15 pt
団体優勝 100 pt 2位 70 pt 3位 50 pt 4位 30 pt 5位 20 pt

6位 10 pt 7位 7 pt 8位 6 pt 9位 5 pt 10位 3 pt

個人優勝 50 pt 2位 30 pt 3位 20 pt 4位 10 pt 5位 7 pt
6位 5 pt 7位 4 pt 8位 3 pt 9位 2 pt 10位 1 pt

《Bクラス競技》　 ▲

ノムラカップ アジア太平洋アマチュアゴルフチーム選手権　

▲

クィーンシリキットカップ アジア太平洋女子招待ゴルフチーム選手権
  代表選手 10 pt
団体優勝 30 pt 2位 20 pt 3位 10 pt

個人優勝 20 pt 2位 15 pt 3位 10 pt

《Cクラス競技》　 ▲

ユニバーシアード競技大会
  代表選手 5 pt
団体優勝 15 pt 2位 7 pt 3位 5 pt

個人優勝 15 pt 2位 7 pt 3位 5 pt

《Dクラス競技》　 ▲

ネイバーズトロフィーチーム選手権（団体、個人競技）
  代表選手 5 pt
団体優勝 10 pt 個人優勝 10 pt

《Dクラス競技》　 ▲

スピリットインターナショナルアマチュアゴルフ選手権（団体競技）
  代表選手 5 pt
男女団体優勝 20 pt 2位 15 pt 3位 10 pt 4位 7 pt 5位 5 pt
男女各団体優勝 15 pt 2位 10 pt 3位 7 pt 4位 5 pt 5位 3 pt

《Dクラス競技》　 ▲

デュークオブヨークヤングチャンピオンズトロフィー（個人競技）
  代表選手 5 pt

優勝 30 pt 2位 25 pt 3位 20 pt 4位 15 pt 5位 10 pt
6位 8 pt 7位 7 pt 8位 6 pt 9位 5 pt 10位 3 pt

《Eクラス競技》　 ▲

個人派遣競技
  ストロークプレー競技

優勝 30 pt 2位 25 pt 3位 20 pt 4位 15 pt 5位 10 pt
6位 8 pt 7位 7 pt 8位 6 pt 9位 5 pt 10位 3 pt

《Eクラス競技》　 ▲

個人派遣競技
  マッチプレー競技

優勝 30 pt 2位 25 pt ベスト 4 20 pt ベスト 8 15 pt ベスト 16 10 pt
ベスト 32 7 pt ベスト 64 5 pt

〈男子〉 Aくん

〈女子〉 Cさん

〈男子〉 Bくん

〈女子〉 Dさん

■マッチプレーポイントの算出方法
日本アマチュアゴルフ選手権競技（男女）のみの対象ポイント。
日本アマチュアゴルフ選手権競技（男女）でマッチプレーに進出した選手には、下記に設定されたポイントが付与される。

優勝 70 pt 2位 50 pt 3位 35 pt 4位 30 pt ベスト 8 20 pt
ベスト 16 10 pt ベスト 32 5 pt

12 13

特集2


