規則の近代化への新しい取り組みの概略：
2019 年の施行に向けての目標、変更案とプロセス
R&A と USGA はゴルフ規則の一連の主要な変更案を発表することをうれしく思います。
こうした変更は規則をこのゲームの今日の世界的なニーズに適う最新の状態にするために
5 年前に始まった私たちの規則の近代化への取り組みに由来します。この取り組みには指針
となるテーマが 2 つありました。


遠大な規則変更の議論も厭わないが、ゴルフの基本原則と特徴は維持されなけれ
ばならない。



改訂はすべてのゴルファーの存在を念頭において評価されるべきである；プロフ
ェッショナルやエリートアマチュアだけではなく、初心者、ハイハンディキャップ
ゴルファー、典型的な倶楽部ゴルファーや娯楽としてプレーするゴルファーにと
っても、世界中のすべてのレベルのプレーにおいて規則が理解し易く、適用し易い
ものとなるようにする。

私たちはこの変更案が下記の目標と目的を追求する上で主要な第一歩となることを望んで
います。
総合的な目標：私たちはゴルフ規則が、

すべてのゴルファーによってより容易に理解され、適用され、


より一貫性があり、シンプルで、公正なものであり、



このゲームの長年の原則や特徴を強化することを望みます。

規則の内容を改訂することの明確な目的：私たちはこの新しい規則が、


より直観的で学習し易いコンセプト、手続き、結果を用い、



類似の状況に対して一貫性をもったアプローチを用い、



プレーヤーに「罰の罠」を作り出すかもしれない不必要なコンセプトや例外を避け、



プレーのペースや環境保護といったこのゲームのより広範な目標をサポートする
ことを望みます。

規則がどのように表示されるのかについての明確な目的：私たちはこの改訂された規則の
題材が、

より一般的な言葉、より短いセンテンス、説明的な見出しを用い、男性を対象とし
た表現だけを用いることを止め、近代的で、平易なスタイルで書かれており、


（英語以外の）他言語へ翻訳し易く、



グラフィック、写真、ビデオのような視覚的な支援をより多く用い、
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主要な規則のそれぞれに内在する目的や原則を明らかにし、



プレーヤーの視点で、典型的なゴルファーが知っておく必要のある内容に焦点を
当てた規則のバージョンを含み、



コースの内外で規則を検索し、見直すことを容易にするテクノロジーを用いるこ
とを望みます。

この特別な新しい取り組み（規則の近代化）を踏まえ、ゴルファーやゴルフコミュニティー
の他の人たちが私たちにフィードバックを与えてくれる機会を持つことを望みます。私た
ちはみなさんがこの変更案を見直し、これからの数か月の間にコースで試してみて、みなさ
んの考えを私たちに知らせてくれることを奨励します。私たちは 2018 年初旬までのこの新
しい規則を仕上げる作業を続ける際に、すべてのインプットを考慮することになります。私
たちはこの新しい規則を 2019 年 1 月 1 日に施行するつもりです。
1.

新しい取り組み（規則の近代化）

a. ゴルフ規則がどのように改訂されるのか
最初に明文化されたものとして知られている 1744 年のゴルフ規則から、継続的な規則の改
訂とアップデートはゴルフの永続する伝統のひとつでした（私たちの背景報告書「A Brief
History of Revisions to the Rules of Golf: 1744 年から現在まで」を参照のこと）
。USGA
と R&A は 1890 年代に規則の統轄団体となり、1952 年からは合同してすべての地域のゴ
ルファーにひとつの規則を制定してきました。私たちの個々の規則委員会と合同規則委員
会は変更を検討するために毎年数回会合を持ちます。私たちは通常ゴルフ規則を 4 年に一
度、ゴルフ規則裁定集（私たちの解釈のガイダンス）を 2 年に一度改訂します。2016 年版
の規則書と裁定集が現在有効な規則となります。
そうした通常のプロセスでは個別的な問題に焦点を当てる傾向にありますが、一歩下がっ
て規則をより広い観点から見ることもあります。そうした根本的な見直しは 1899 年の統合
された規則、1934 年の主要な規則改訂、1952 年の初めて R&A と USGA の統一規則コー
ド、1984 年の規則の完全な再構築に導きました。それぞれの根本的な見直しではそれぞれ
の動機と目標がありましたが、規則の主要な見直しと改訂の時期が来たというのが共通の
背景です。今回もそうした時期が来たということです。
b. なぜ主要な改訂を今遂行するのか
通常のサイクルで規則と裁定を改訂することは、このゲームを通じてゴルファーやオフィ
シャルから現在生じている規則質疑に応えるように規則を適応させることを可能とします。
しかし、そうした徐々に増加していく改訂は規則と裁定をより複雑なものにする傾向があ
り、特にすべての状況に「公正な」答えを与えようとすることによりコンセプトや例外が加
えられる時には複雑になりがちです。
私たちは規則について様々な懸念を聞いてきましたが、それは下記の２つの主要なカテゴ
リーに分かれます。
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(1) 規則が複雑になり、その目的が常に明確であるとは限らない。例えば、規則書は 1,200
の個々の裁定に見つけることのできる多くの「隠された規則」が存在する 500 ぺージ
を超える裁定集と共に、何百という規則とそれに従属する規則を含んでいる。


探している答えは定義、注、例外、付属、あるいは２つ以上の裁定といったような
数多くの場所にあるかもしれず、時として答えを見つけるのが困難である。



規則書の言葉は難解で、複雑であり、理解を難しく、（英語以外の）多くの他言語
に翻訳するための問題を作り出すことがあり得る。



いくつかの規則の手続きや結論は単刀直入や直観的ではなく、そうした規則の哲
学やアプローチは不明確で一貫性を欠いているように思われることがあり得る。



他のいくつかの規則の結論は、明確な目的なしに罰を受ける結果となり得る不公
正で過度に技術的な内容を反映している、あるいは重箱の隅をつつくようなアプ
ローチと思われている。

(2) 規則が多くの典型的なゴルファーにとって限られた関係しかなくなっている。この懸
念には下記が含まれます。

多くのゴルファーやこのゲームの信奉者は規則をよく知らないし、その複雑さの
せいで規則の詳細について学習しようとはしない。


特に若いゴルファーやゲームの伝統に慣れ親しんでいない人にとっては、規則は
脅威的で不快なものになり得る。



ゴルフは世界中で、幅広い条件の中でプレーされており、そうしたプレーは必ずし
も規則による規定はなされていないし、現実的には規則によってカバーされてい
ない。



規則はプレーのペースといったこのゲームが直面している重要な問題に対処する
支援ができる可能性があるのにそうしていない。

私たちはこの変更案が多くのこうした懸念に対処する支援となる真の進化を示していると
信じます。
2. 規則変更案の概要
規則の近代化のための変更案は広範囲となります。私たちはより大きな問題や特定のトピ
ックだけではなく、規則の全体を見てきました。私たちは物事を理解し易くし、一貫性のな
いことを減らし、結果を改善するために多くの小さな変更を提案しています。変更点の完全
版（題目ごとに構成）は、サマリーチャート：2019 年のための新しいゴルフ規則の手続き
と結論のすべての変更案で閲覧できます。主要な変更点は要約チャート：2019 年のための
新しいゴルフ規則の主要な変更案（ビデオやその他の視覚的なイラストレーションや 2019
年のための新しいゴルフ規則の各主要な変更案の説明にある個々のサマリーへのリンクが
貼られている）
。
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主要な変更点は新しい「プレーヤー版の規則（プレーヤーである「あなた」に焦点を当てて
いる）
」のスタイルで書かれ、下記にもまとめられています。
a.

あなたのインプレーの球に何かが起きたとき

(1) 止まっている球が偶然に動く

球を捜索している間にあなたの球を偶然に動かす：もはや罰はありません。


パッティンググリーン上であなたの球やボールマーカーを偶然に動かす：もはや
罰はありません。



あなたがあなたの球を動かす原因となったかどうかを決定する新しい基準：その
ことが分かっているか、ほぼ確実な場合（すなわち、あなたが原因であったことに
少なくとも 95%の可能性がある）にだけ、あなたはあなたの球を動かす原因とな
ったことになります。

(2) 動かされた球や拾い上げられた球をリプレースする

あなたの球が止まっていた正確な箇所が分からないときの新しい手続き：あなた
はその球を（推定箇所にドロップではなく）推定した元の箇所にリプレースしなけ
ればなりません。そして、その推定箇所が生長していたり、取り付けられていたり、
固定されている物（草など）の上や下にあったり、そうした物に寄り掛かっている
場合は、あなたはその球をそうした物の上や下に、あるいはそうした物に寄り掛か
るようにリプレースしなければなりません。
(3) 動いている球が偶然に方向を変えられる

動いているあなたの球が偶然にあなた自身、あなたの用具、あなたのキャディー、
あなたのために旗竿に付き添っている誰か、あるいは取り除かれたり、付き添われ
ている旗竿に当たった場合：もはや罰はありません（あなたの球がバンカーの壁に
当たって跳ね返り、あなた自身に当たった場合など）。
b.

救済を受ける

(1) 定められた救済エリアに球をドロップする

緩和されたドロップの手続き：唯一の要件は、あなたは球を生長物やその他の自然
物や人工物に触れることなく地面より上で持ち、止まる前に空中を落ちるように
球を離すことです。疑いを避けるために、地面から、あるいは生長物や物体から少
なくとも 1 インチ上から球をドロップすることを推奨します。


定められた救済エリア：その球は求められている救済エリア内にドロップされ、そ
のエリア内からプレーされる必要があります（現行の規則ではあなたは球をある
エリアにドロップすることが求められており、その球は遠くに転がっていくこと
もあり、9 つの特定の場所に転がっていった場合には再ドロップする必要がありま
す）
。
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一定の計測で救済エリアを定める：あなたは 20 インチ（50.8 センチメートル）あ
るいは 80 インチ（203.2 センチメートル）といった決まった距離を用いて救済エ
リアを計測します（もはや 1 クラブレングスや 2 クラブレングスは用いません）
。
このことはクラブのシャフトにマーキングを施しておくことですぐに計測できま
す。

(2) 紛失球

短縮された球の捜索時間：あなたが捜索を始めてから（現行の 5 分間ではなく）3
分間以内に球が見つからない場合、その球は紛失球となります。
(3) 地面にくい込んだ球

ジェネラルエリアで地面にくい込んだ球の救済：ローカルルールで救済をフェア
ウエイかそれと類似のエリアに制限している場合を除き（現行の規則とは初期設
定が逆）
、あなたは（砂の中を除き）ジェネラルエリア（「スルーザグリーン」のた
めの新しい用語）のどこであっても、あなたの球が地面にくい込んだ場合には救済
を受けることができます。
(4) 救済を受けるときに使う球

別の球に取り替える：規則に基づいて罰なしの救済あるいは罰ありの救済を受け
るときはいつでも、あなたは初めの球を引き続き使うこともできますし、別の球に
取り替えることもできます。
c.

コースの特別なエリアでの特別な規則

(1) パッティンググリーン

旗竿をホールに立てたままでパットする：あなたがパッティンググリーン上から
球をプレーし、その球がホールに立てられて付き添われていない旗竿に当たって
も、もはや罰はありません。


パッティンググリーン上の損傷の修理：あなたはパッティンググリーン上のほと
んどすべての損傷（スパイクマークや動物による損傷を含む）を修理することがで
きます（ボールマークと古いホールの埋跡に限定されるのではなく）
。



あなたのパットの線に触れることや目標を示すためにパッティンググリーンに触
れること：あなたやあなたのキャディーがそうしたもののいずれかに触れた場合、
そうしたことがあなたのストロークに影響する条件を改善しない限り、もはや罰
はありません。



あなたがすでに球をマークし、拾い上げ、リプレースしていた後でその球が動いた
場合にだけその球をリプレースする：パッティンググリーン上でこのことが起き
たときはいつでもあなたはその箇所に球をリプレースします‐たとえ、その球が
風に吹き飛ばされたり、明らかな理由なしに動いた場合であっても。



あなたのキャディーがパッティンググリーン上であなたの球をマークして拾い上
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げる：あなたのキャディーがあなたからの特定の承認なしに球をマークして拾い
上げても、もはや罰はありません。
(2) ペナルティーエリア

ペナルティーエリアはウォーターハザード以外にも拡大された：赤や黄色でマー
クされる「ペナルティーエリア」は、これからは水域に加え、その目的のために委
員会がマークすると決定したエリア（砂漠、ジャングル、溶岩石地帯など）をカバ
ーすることができます。

赤で示されるペナルティーエリアの使用の拡大：委員会にはラテラル救済が常に
認められるようにすべてのペナルティーエリアを赤でマークする自由裁量が与え
られます（ただし、委員会が適切と考える場合には依然としてペナルティーエリア
を黄色でマークすることができます）。


対岸の救済の選択肢の削除：あなたは赤で示されたペナルティーエリアからの救
済を球がそのペナルティーエリアを最後に横切った地点の対岸で受けることはも
はやできません（ただし、委員会がそれを認めるローカルルールを採用している場
合を除きます）
。



ペナルティーエリア内で物を動かしたり、物に触れることへのすべての特別な制
限の除外：あなたがペナルティーエリア内でルースインペディメント（葉っぱ、石
や小枝など）に触れたり、動かしたり、あなたの手やクラブでその地面に触れても
もはや罰はありません。

(3) バンカー

ルースインペディメントを動かすことへの特別な制限の除外：あなたがバンカー
内でルースインペディメントに触れたり、ルースインペディメントを動かしても
もはや罰はありません。

d.



あなたの球がバンカー内にあるとき、あなたの手やクラブでその砂に触れること
についての制限の緩和：これからは、あなたは(1)そのバンカーの状態をテストす
るためにあなたの手やクラブで、(2)その球のすぐ後やすぐ前の区域においてあな
たのクラブで、練習スイングを行うときに、あるいはあなたのストロークのための
バックスイングを行うときにその砂に触れることだけが禁止されます。



アンプレヤブルの球の救済の新しい選択肢：2 罰打を受ければ、あなたはそのバン
カー内で球が止まっていた箇所とホールを結んだそのバンカーの後方延長線上に
球をドロップすることによってそのバンカーの外側への救済を受けることができ
ます。

あなたが使うことが認められる用具

(1) 損傷したクラブ

損傷したクラブの使用：損傷した理由にかかわらず（例えば、たとえあなたが怒っ
てそのクラブを損傷させたとしても）、そのラウンドの間、あなたは損傷したいか
6

新しい取り組み（規則の近代化）の概要

なるクラブも使い続けることができます。


損傷したクラブの取り替え：その損傷を生じさせた責任があなたにない場合を除
き、あなたは損傷したクラブを取り替えることはできません。

(2) 損傷した球

切れたり、割れた球を別の球に取り替える：あなたがあるホールでプレーしている
球がそのホールのプレー中に切れたり、割れた場合、あなたは別の球に取り替える
ことができます。しかし、あなたは球の「形が変わった」という理由だけではもは
や球を取り替えることは認められません。
(3) 距離計測器

距離計測器（DMDｓ）は認められる：ローカルルールで禁止されている場合を除
き、あなたは距離を計測するために距離計測器を使用することができます（現行の
規則とは扱いが逆）
。
e.

あなたがストロークのためにどうやって準備するか

キャディーがアラインメントを支援することへの制限の拡大：あなたのキャディ
ーはあなたがスタンスを取り始めてからストロークを行うまでの間、あなたの後
ろのライン上に立つことは認められません。

f.

速やかなプレーのペースを促進する

あなたが速やかにプレーすることを奨励する：あなたがプレーする順番にな
ったら、あなたが各ストロークを 40 秒以内（通常はそれよりも早く）に行う
ことを推奨します。


ストロークプレーでは間違った順番でプレーする（「レディー・ゴルフ」
）
：こ
のことはこれまでも罰なしに認められてきましたが、これからは便宜上また
時間節約のために安全で責任をもった方法でその順番にかかわらずプレーす
ることが肯定的に奨励されます。



ストロークプレーの新しい別の形式：規則はストロークプレーの新しい「最大
スコア」の形式を認めています。この場合、あなたのあるホールのスコアには
委員会によって定められた上限（ダブルパーやトリプルボギーなど）があるの
で、あなたのスコアがその上限以上になった場合にはピックアップして次の
ホールに向かうことができます。



プレーのペースを支援するためのその他の変更：シンプルになったドロップ
手続き、球の捜索時間の短縮、ペナルティーエリアの拡大、赤で示されたペナ
ルティーエリアのより多くの使用、そして旗竿をホールに立てたままでパッ
トできるということもすべてプレーのペースの支援となるはずです。
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g.

高い基準の行動規範を要求し、プレーヤーの誠実さを信じる


ゲームの精神を守ってプレーする：コース上ですべてのプレーヤーに期待される
高い基準の行動規範と重大な不正行為に対してプレーヤーを失格にする委員会の
自由裁量権を強化するために新しい規定が加えられました。



プレーヤーの行動規範：委員会には独自のプレーヤーの行動規範を採用し、その規
範基準への違反について罰則を規定する権限が与えられます。



球を拾い上げる意図を告げる必要の削除：確認のため、切れたり割れているかどう
か確かめるため、あるいは救済を受けることができるかどうか確かめるため（その
球が地面にくい込んでいるかどうかの確認）にあなたが球を拾い上げる正当な理
由がある場合、あなたは先ず別のプレーヤーやあなたのマーカーに球を拾い上げ
る意図を告げたり、その人にそのプロセスに立ち会う機会を与える必要はもはや
ありません。



合理的な判断の基準：あなたが規則に基づいてある箇所、点、線、エリア、あるい
は距離を推定したり、計測する必要がある場合、あなたがその状況下で合理的に期
待される最善を尽くして正確に推定したり、計測したのであれば、あなたのその合
理的な判断は後に得られる証拠（ビデオ映像の検証など）に基づいて後でとやかく
言われることはありません。

3. 規則を改訂する際の制限
これらを基に、このような、またその他の変更案は私たちの規則の近代化という目標と目的
を下記によって達成することの支援となるでしょう。

不公正や不必要であると考えられてきた、そして/または綿密で意見の分かれる判
断をすることを必要としてきた多くの制限を削除すること（そして、多くの罰を削
除すること）
。


どうやって救済を受けるのか、またプレー中にクラブが損傷した場合にはどうす
ればよいのかといったような様々な手続きをより容易に使えるようにすること。



プレーのペースの問題を改善する支援とするために規則を肯定的に用いること。



すべてのプレーヤーに高い基準の行動規範を期待し、プレーヤーたちが誠実で合
理的に行動することを信じるというこのゲームの伝統的な力強さを強化すること。

しかしながら、私たちはすべての目標と目的を達成しようと試みるとき、特に同時に行おう
とするときには限界があることを知っています。それには２つの理由があります。まず、ゴ
ルフは本質的に複雑なスポーツです。ゴルフは屋外で、すべてのタイプの天気の中で、基準
のないプレーフィールドで、様々な地形や地球上の人の住む環境であればほとんどすべて
の場所でプレーされますし、人や動物、車両やその他とても多くの物が通常プレーする途中
に存在します。このゲームの基礎となる原則はシンプルです。あなたはティーから球をホー
ルに入れるまでプレーすることになりますし、球をあるがままにプレーし、コースもあるが
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ままにプレーします。しかし、プレー中にゴルフの球やゴルファーに起き得ることの数や範
囲は無限です。その結果、この原則への多くの合理的な例外や必然的に生じる幅広い状況の
中でプレーヤーができる、あるいはしなければならないことをプレーヤーに教える手続き
が必要となるのです。プレーヤーはすべてのそうした状況に対する答えを期待することは
当然のことなので、このことはより長い、より詳細な規則へと導きます。
次に、シンプルさを追求すること（このことは容易に適用できるが時として誤っていたり、
公正ではないと思われる結果を生じさせることがある独裁的な規則を持つことへと導きま
す）と「公正」で「正しい」結果（このことは例外のあるより複雑な原理を持つことへと導
き、ほんの少しの事実のシナリオの違いで異なる結果となり得ます）との間にはしばしば葛
藤があります。いくつかの変更点（特定の禁止行為や罰の削除など）は両方の目的を達成す
るために役立つかもしれませんが、その他の変更点は必然的にどちらか一方の方向へ向か
います。こうした考慮のバランスを取るとき、私たちの優先する目標はすべてのゴルファー
の視点に立って最善と思われることをすること、そしてこのゲームの基本的なチャレンジ
の要素とエッセンスを保持することでした。
4. 規則の記述や提示への私たちの新しいアプローチ
私たちは規則の記述や提示の方法も改訂しました。これは別紙「2019 年のための新しいゴ
ルフ規則の記述や提示方法への改訂されたアプローチ」に記述されています。要約すると、
a.

b.

新しい記述スタイルと形式
私たちはみなさんが見直せるために 2019 年のための新ゴルフ規則ドラフト：提案され
ている規則 1～24 条と定義の完全なテキストをリリースしました。こうした新しい規
則案の準備として；

平易な文章のスタイルを用いています。


各規則の目的についての記述を含めること、そしてキーコンセプトの意味と、なぜ
それが規則にあるのかを説明する例を加えることで、ゴルファーたちが規則をよ
りよく理解する支援となることを試みています。



主要なコンセプトと手続きを説明するためにより多くの視覚的なツールを用いて
います。



規則に基づく答えに導く速やかで効果的なアクセス手段を与えるために追加的な
リンク、ビデオ、検索機能を利用したりして、テクノロジーをさらに受け入れます。

規則書の再構成
改訂された規則書は下記のように多くの点で変更されています。

規則書はプレーヤーが知っておくべき内容に焦点を当て、委員会に関連する規定
は別紙の「委員会の措置」文書へ移されています。


規則の条文の数は 34 から 24 に減らされ、個人のマッチプレーと個人のストロー
クプレーのための基本的な規則は 1 条から 20 条で扱われています。
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c.



裁定集でしか見つけることのできない「隠された規則」の問題に対処するために、
私たちは 100 を超える裁定の内容を新しい規則の本文に盛り込みました。このこ
とは読者がひとつの文書の中ですべての規則の答えを探せることを可能とするで
しょう。



裁定集は、規則を適用するガイダンスを与える唯一の方法として個々の規則の問
題に質問と答えの「裁定」を与えるのではなく、解釈のガイダンスを与えてくれる
「ハンドブック」に置き換えられることになります。

プレーヤー版
「2019 年のための新しい規則のプレーヤー版ドラフト」にある通り、私たちはより短
い「プレーヤー版」の規則を発行する予定です。それはゴルファーである「あなた」の
観点で書かれています。それは（単なる要約ではなく）必要な場合には完全版の規則書
のどこを探せばよいのかも教えてくれる最も一般的に使われる規則を扱う実際の規則
書となります。

5. 規則の記述や提示への私たちの新しいアプローチ
規則の大要と規則がどのように記述されているのかの両方を検証するために、2012 年に
USGA と R&A の規則スタッフ、委員会のメンバー、プロツアーのオフィシャル、その他の
規則専門家から構成されるワーキンググループが発足しました（この検証では「クラブと球
の仕様」についてはその対象とはしておらず、別途エキップメントスタンダードのプロセス
で扱われます）
。変更案は 5 年間の作業の成果であり、両団体の規則委員会と理事会で承認
されています。
この新しい取り組みの作業を進める際に、私たちは変更案について事前に告知して予備反
応を得るために多くの異なる人たちや団体と話をしました。その対象者は下記を含みます。

PGA ツアー、ヨーロピアンツアー、LPGA、ヨーロピアン女子ツアー、PGA オブア
メリカ、オーガスタナショナルゴルフクラブ、ナショナル・リージョナル・ステート
ゴルフ協会など、プロフェッショナルやアマチュアゴルフで主要な役割を果たして
いる団体のリーダーやルールズオフィシャルたち。


プロゴルファー、エリートアマチュア、長年プレーしている一般ゴルファー、初心者
を含め、このゲームのすべてのレベルのゴルファーたち（個人的あるいは対象となっ
た団体）
。

今後数か月の間、私たちはこの規則変更案と規則の記述方法の改訂についてのあなたのフ
ィードバックを下記の通り求めます。


私たちは引き続き利害関係のある世界中のゴルフ団体やゴルファーのグループと会
合を持ち、この変更案についての彼らの考えを聞きます。



個人的な意見を述べたい人は誰でも私たちが設定したフィードバックページからコ
メントを寄せることができます（日本語アンケートもあり）。リンクはこちらから。
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私たちは新しい規則がゴルフコースでどのように機能するのかを様々な方法で確か
めることを期待していますし、私たちは皆さんがそうした試みをすることも奨励し
ます。

私たちが評価を続け、こうした改訂を最終決定するときには、みなさんの声に耳を傾け、
様々な方法で寄せられた意見を考慮する非公式なプロセスも設けられるでしょう。
6. 2019 年のこの新しい規則の施行
私たちはこの新しい規則を 2019 年 1 月 1 日に施行するつもりです。現在から施行日までの
間に予想されるプロセスとスケジュールは下記の通りです。

現在から 2017 年 8 月末まで‐フィードバックを受け取り、規則変更の評価を続け
る。


2017 年 9 月から 2018 年初旬‐規則変更と規則書ドラフトの作業を終え、私たちの
規則委員会と理事会の最終的な承認を得る。



2018 年の残り‐完全なゴルフ規則、プレーヤー版、ハンドブック、委員会の措置、
その他の題材を完成させて出版する。そうした題材の翻訳を支援する。新しい規則の
アプリやその他の電子的な規則提示の作業を終える。このゲームのすべてのレベル
でゴルファーやオフィシャルの教育を行う。
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