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第 4 回 JGA ルールテスト 

実施要綱 
 

1. ⽬的 
JGA ルールテストは主にレフェリーや競技運営者のゴルフ規則の知識を評価するためのテストで
す。従いましてこのテストは競技団体、ゴルフ倶楽部/クラブのレフェリー、委員、競技運営者等
が受験することを想定してデザインされています。 
競技団体や、各々の競技の委員会はレフェリーの採⽤のための基準としてこのテストの結果を採⽤
することができますが、このテストの結果、「JGA レフェリー」の資格を得られるわけではありま
せん。このテストの結果はゴルフ規則に関する知識を評価する検定としての位置付けとなります。 
 
注：レフェリーにとって⼗分な規則知識は必須ですが、それに加え、レフェリーには経験、技術、
コミュニケーションの能⼒も不可⽋であり、競技団体や競技の委員会はレフェリーを採⽤する際、
このテストの結果に加え、独⾃にレフェリーとしての能⼒を評価することをお薦めいたします。 
 

2. レベル 
規則知識は 1 種類のテストのスコアによって下記のように評価されます。 

スコア 級 規則知識の評価 レフェリーレベルの⽬安 
90％以上 S 級 ゴルフ規則に精通し、規則を解説したり、レフェ

リーとして難解な事例にも対処できる。 
国レベルの競技のチーフレフ
ェリー 

80％以上 A 級 ゴルフ規則を理解しており、レフェリーとして⼗
分な知識を有している。 

国レベルの競技のレフェリー 

70％以上 B 級 ゴルフ規則の基本的事項について理解している。 地区、都道府県レベルの競技
のレフェリー 

 
3. 受験資格 

年齢、所属団体等に関係なく、どなたでも受験できます。 
 

4. 開催⽅法・⽇時 
⽇  時 2022 年 12 ⽉ 16 ⽇(⾦) 16 時 00 分~17 時 00 分 
開催⽅法 オンラインテスト(受験者個⼈の PC からオンラインで受験となります) 
※オンラインテストは第 2 回、第 3 回 JGA ルールテストと同様の形式です。 
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5. オンラインテスト推奨環境 

推奨する環境は以下の通りとなります。 
推奨環境はあくまで「推奨」であり、受験中の不具合が発⽣しないことを「保証」するものではご
ざいません。ご利⽤端末の性能や他のアプリケーションや常駐ソフト等の影響により正常に動作し
なかったり、フリーズ状態になる場合があります。必ず事前にデモ試験にて動作可能かご確認をお
願いします。 

項⽬ 推奨動作環境 
オペレーティング

システム 
Windows ： 8.1, 10, 11 
Android ： 9 以降 
iPhone iOS ： 14 以降 
iPad OS ： 15 以降 

ブラウザ Windows ： Microsoft Edge 最新版, Google Chrome 最新版 
Android ： Google Chrome 最新版 
iPhone iOS ： Safari 最新版 
iPad OS ： Safari 最新版 

通信速度 5Mbps以上の安定した回線をご利⽤ください。 
JavaScript 有効にしてください。 

【事前動作確認について】 
お申込みの前、または試験実施前には必ずデモ試験を実施して、ご利⽤端末で問題なく試験が⾏え
るかご確認ください。推奨動作環境を満たしていても端末によっては正常に動作しない場合がござ
います。 
試験環境では、常時接続が可能なインターネット通信環境が必要です。ご利⽤にはご契約の回線に
応じて別途パケット通信料がかかる場合がございます。予めご了承ください。 
【デモ試験】 
デモ試験は下記よりアクセスできます。 
https://ijuken.com/engine/exam/environment 
 
 
 
 

6. テスト内容(出題範囲) 
・2019年 1 ⽉施⾏の「ゴルフ規則のオフシャルガイド」 
・100問 4 者択⼀ 
  ※Ⅳ「プレーの他の形式」規則 21~24 からは 1問程度の出題となります。 
・テスト時間 60 分 
・ゴルフ規則書、その他資料の閲覧可 
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出題範囲の内訳(問題の配分数はおおよその数字です) 
適⽤条項問題 20問 
定義問題 20問 
基本的な事例の罰打問題 20問 
正誤問題 30問 
委員会の措置・ローカルルールに関する問題 10問 

※テスト申込者は、オンラインにより 1度だけ練習テスト(練習問題と同じ問題)を本番と同様の形
式で受験することができます。 
 

7. 受験料 
⼀律 5,000円(税込) 

 
8. 申込⽅法 

(1) 定員 350名。先着順により定員に達した時点で締め切らせていただきます。 
(2) 10 ⽉ 1 ⽇より申し込み可能です。申し込み⽅法と詳細は、10 ⽉ 1 ⽇に JGAホームページ上で

ご案内を公開いたします。 
※キャンセルポリシーなどの注意事項も 10 ⽉ 1 ⽇のご案内に記載いたします。 
 

9. 証書等  
各級の合格に応じた証書と成績表を郵送いたします。証書を⾃⼰の規則知識の証明として使⽤する 
ことができます(ただし、下記 10 項参照)。 
 

10. 検定結果としての表記  
JGA ルールテストを⾃⼰の規則知識の証明として、例えば「JGA ルールテスト A 級」「JGA ルー
ルテスト B 級合格」という⽂⾔で⾃⼰の肩書、プロフィール等に記載することはできますが「JGA 
レフェリー」、「JGA レフェリーテスト合格」、「JGA 推薦レフェリー」という⽂⾔を使⽤することは
できません。⽇本ゴルフ協会はこのテストによりいかなる資格、権利も付与いたしません。また個⼈
を推薦することもありません。 
 

11. 結果の公開 
当協会から個⼈の結果を公開することは⼀切いたしません。所属の団体、あるいはレフェリーの採⽤
等に関してこのテストの結果が必要な場合は個⼈が証書または成績表の提出により結果を証明して
下さい。団体として個⼈を受験させる場合、その結果についてはその団体から直接個⼈にお問い合わ
せ下さい。 
 

12. 個⼈の結果の内容 
このテストの評価は点数によって表⽰されます。各設問に対する正誤の結果等については公開され 
ず、またテスト内容に関する問い合わせについては回答いたしません。 
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13. 結果の無効 
虚偽の参加資格での申し込み、テスト受験中の不正⾏為等が発覚した場合、テストの結果は無効とな
ります。 

 
14. 注意事項への同意 

テストのお申し込みをいただいた時点で、別途お知らせするオンラインテストに関する注意事項な
ど全てに同意したとみなします。 
 

15. スケジュール 
7 ⽉ 1 ⽇：実施要項の公開 
8⽉ 15 ⽇：準備ガイド/練習問題の公開 
10 ⽉ 1 ⽇：申し込みに関する詳細(申し込み⽅法やキャンセル規定等)を JGA HP上で公開 
10 ⽉ 1 ⽇~10 ⽉ 31 ⽇：申し込み期間 
11 ⽉ 1 ⽇~12 ⽉ 15 ⽇：オンライン上で練習テストの受験可能期間 
           ※申し込みが完了した受講者につき⼀⼈ 1 回までの受験が可能です。 
           ※練習テストの受験を途中で辞めた場合も⼀回とカウントされます。 
12 ⽉ 16 ⽇ 16 時 00 分~17 時 00 分：第 4 回 JGA ルールテストの実施 
 


