
   　ＮＰＧＡパークゴルフルール事例集

１、スタート前

№ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則

P30
8条

Ｐ26
※プレース 1条

33

　
Ｐ26

※リプレース 1条
34

２、ティーグラウンド

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
Ｐ13

Ｐ13

プレー中に傘を差してもペナルティはありません。無

更新　2021年7月1日

　　　パークゴルフのルールとして規定しているのはストロークプレーの個人戦に関するもので、ＮＰＧＡが発行する「オフィシャル
　
　　　ガイドブック」に 掲載されています。しかし、競技会等で必要となる詳細な内容までを記載することはしておりません。

　　　ここに詳細事例を掲載しますので必要に応じて利用してください。

雨の日の大会で、「傘を差したい」と言ったらパークゴ
ルフでは合羽を着るべきであり、「傘を差したらペナル
ティ」と言われたが？

競技大会で、指定練習グリーン以外での練習が禁止さ
れているのにもかかわらず、ティーグラウンド近くで
パッティング練習のため、ボールを打った。

1

4

3

2

5 ２打
練習ストロークとしてのペナルティが付加されます。この場合は、委員
会が練習ストロークを行った以降、最初のストロークにペナルティを付
加することになります。

7

1
ボールの位置が見えないホールで、同伴者のボール
がぶつかるかどうかを確認しに行った。

無

ＯＢ、紛失球、カジュアルウォーター、修理地、誤球、アンプレヤブル
及び「動かされた」等のボールを、規則に基づいた位置に置くことをい
います。

マークをして拾い上げたボールを元の位置に戻し、ボールマーカーを
取り外すまでをいいます。

6
ボールのプレース、リプレースという言葉があります
が、どういう意味ですか？

首に手ぬぐいを巻いたり、日焼け防止のために頬かぶ
りをしてプレーした。

雨が降っていて、芝生が濡れているので、かかとの高
い長靴を履いてプレーするのは？

雨降りであっても、芝生を傷めるような形状の靴を履いてプレーをしな
いようにしてください。

以前、ゴルフをやっていたので、スパイク（ソフトスパイ
ク）シューズを履きたいのだが・・・・

服装に関しては、特に決まりはありませんが、スポーツにふさわしい
服装に配慮してください。

パークゴルフ場に確認してください。コース管理のため、使用できる
シューズを制限しているコースもあります。

無

無

特定のコースや大会にのみ適用されるルールのことです。例えば、そ
の大会のみに使用される構造物を、臨時の障害物とすることや打ち
止めを設定すること、杭なしで通路をＯＢにする等があります。

大会に出たら、ＮＰＧＡルールに準じて、ローカルルー
ルを採用して大会を実施すると説明がありました。ロー
カルルールって何？

同伴者全員がティーショットを終わるまでは、原則として前方に出ては
ならないとされています。打球が同伴者のボールにぶつかるかどうか
の確認をする必要がある場合は、周囲を十分に確認した上で、できる
だけ安全な位置から確認するようにしてください。

2
同伴者に、ハザードの位置やカップの位置を聞いたり
教えたりする。

無
公知の事実（ハザードの位置、グリーン上のピンの位置等）を聞いた
り教えたりすることは、助言・示唆には当たりません。
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Ｐ14

Ｐ28
5条

Ｐ28
5条

Ｐ28
5条

Ｐ28
5条

Ｐ28

5条

　
Ｐ28

5条

Ｐ14

Ｐ27
2条

Ｐ14

Ｐ28
12 常設しているティーを使わず自分のティーを使っても？ ＮＰＧＡ認定品であれば問題ありません。 5条

Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

Ｐ50
32条

7 ３0mmの高さのティーを使ってティーショットした。 失格

10

失格

9

ティーグラウンドから、他の人のクラブで打ってしまっ
た。２打目の前に気が付き、同伴者に確認の上、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？

3
プレーヤーがアドレスに入ったのに、周りの人が大きな
声で話をしている。

無
プレーヤーがアドレス中は、静かにしましょう。立場を自分に置き換え
て考え、自分が嫌なことは他の人も嫌なものです。

滑り止めのスプレーを使うことは問題ありません。

5
雨で手が滑るため、グリップに滑り止めテープを巻い
た。

無
滑り止めのテープをグリップに巻くことは問題ありません。（クラブ検査
後に巻いた場合は再検査が必要）

6
雨で手が滑るため、グリップにタオルを巻いたままスト
ロークした。

滑り止めのタオルを巻いた状態でクラブ検査を受ける必要がありま
す。検査を受けずにストロークすると、一時的なクラブ改造になり失格
となります。

グリップが雨で濡れているので、滑り止めのスプレーを
吹き掛けた。

無4

ＮＰＧＡ認定品（ティーの高さは２３mm以下）以外の用具を使用すると
競技失格になります。同伴者はストローク前に注意すべきです。

8

トイレに行っている間にクラブを間違えられ、仕方なく
同伴者に確認の上、代わりのクラブを使用した。

①代わりのクラブは取り違いされた検査済みのクラブ
であった。（競技役員による再検査は受けないままスコ
アを提出した）

無

クラブを紛失した場合（取り違いも含む）、クラブが見つかったときは、
同伴者の確認を得てこれを使用することができます。見つからない場
合は他のクラブを使用することができますが、同伴者の確認及び競技
役員による再検査が必要です。
①代わりに使用したクラブが検査済みであった場合はストローク前に
必ず同伴者に対する確認が必要ですが、競技役員による再検査は不
要です。

②代わりのクラブは自分で持っていた予備のクラブ（未
検査）であった。（競技役員による再検査をスコア提出
前に受けた）

無

②代わりに使用したクラブが未検査であった場合はストローク前に必
ず同伴者に対する確認が必要であり、スコア提出前に競技役員によ
る再検査が必要です。

２打
他の人のクラブでのストローク数に応じてペナルティを付加します。
クラブを紛失した場合（取り違いも含む）、クラブが見つかったときは、
同伴者の確認を得てこれを使用することができます。

打順を間違えて打った。

無
打順を間違えてもペナルティはありません。そのままプレーを続けま
す。

打数Ｘ
２打

打ち直しをすると、アクシデントストロークのペナルティが付加されま
す。

11
２人のプレーヤーが、時間の節約のため、合意の上で
違う順番にティーショットした。

無
ティーショットの打順、第２打目以降の打順を変えても、ペナルティは
ありません。

13
ティーショットのボールは、ティーマークやティーライン
を通過させなければならないのですか？

ティーアップエリア内からボールを打てば通過させなくても問題ありま
せん。

14 ティーアップしないで、１打目を打った。 ２打
１打目は必ずティーを使用しなければなりません。ティーを使用しない
でストロークすると、ペナルティが付加されます。ストロークの前に、同
伴者は注意すべきです。

15 左足がティーラインをまたいだ状態でストロークした。 無
ティーグラウンドから足を出してストロークすることはできないが、
ティーラインをまたいでストロークしてもペナルティはありません。

16
ティーアップエリア外にティーアップして打ち、そのボー
ルがOBになった場合は？

４打
ティーアップエリア外からのプレーによるペナルティの２打+OBの２打
＝４打付加となります。
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Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

Ｐ31
9条

P31
9条

P20
1条

P31
9条

P31
9条

P31
9条

P31
9条

27 ティーショットを空振りしたが、ボールは動かなかった。 無 空振りはストロークを行ったとみなしません。

17
１打目をティーアップエリア外にティーアップして打っ
た。

２打
ティーアップエリア外にティーアップすることはできません。エリア外か
らストロークすると、ペナルティが付加されます。ストロークの前に、同
伴者が注意すべきです。

18
かかとがティーグラウンドから出ているまま打ってし
まった。

２打
ペナルティが付加されます。ストロークの前に、同伴者が注意すべき
です。

19
打球方向を決める目印として、松の木を選び、その方
向に打った。

無
打球方向を決める目印として、周辺の自然物を利用することは問題
ありません。

20
ティーウェイトを目標方向に向けて打つと、ペナルティ
になるというのは本当ですか？

２打
ティーウェイトを目標方向に向けてストロークするとペナルティが付加
されます。

21
ティーショットの方向性が悪いので、打っていく方向に
目印を置いて打った。

２打
打球方向を決める目印を置いてストロークするとペナルティが付加さ
れます。（２打目以降も同じ）

22

ティーショットを打ったが、傾斜を登り切れず戻ってき
て、ティーグラウンドに接触して打てない。あるいは、
チョロしたボールがティーグラウンドに接触した。アンプ
レヤブル宣言しなければならないのか？

ティーショット後、ボールがティ－グラウンドに残っている（ティーグラウ
ンドに掛かっているボールを含む）場合は、ストロークを行ったとはみ
なさず、再度ティ－アップして、ティーショットすることができます。

23

ボールがティーグラウンドの一部に掛かっていれば打
ち直しができるということですが、車イス用のスロープ
に接触したボールも、再ティーアップして打つことがで
きるのでしょうか？

車イス用のスロープはティーグラウンドとはみなされません。そのまま
打つか、打てない場合はアンプレヤブル宣言をしてプレーを続けま
す。

24
ティーショットがチョロったが、ボールはティーグラウンド
内に止まっている。

無
ペナルティなしで再ティーアップして打つことができます。ボールが
ティーグラウンドに残っている場合は、ストロークを行ったとみなしま
せん。

25
チョロしたボールが、ティーグラウンド内に止まった。そ
のボールを再ティーアップしないで、止まっている場所
からボールを打った。

無 この場合のみ、２打目を打ったとみなし、ペナルティはありません。

26
チョロしたボールが、ティーグラウンド内のティーアップ
エリア外に止まった。止まった所からティーアップして
打った。

２打
再ティーアップをすることができるが、ティーアップエリア外にティー
アップしてストロークするとペナルティが付加されます。

28
ティーグラウンド上で空振り（素振り）したとき、風圧又
は誤ってクラブがボールに当たり、ボールがティーから
落ち、ティーグラウンド上で止まった。

無 ペナルティなしで、再ティーアップして打つことができます。

29
ティーグラウンド上で空振り（素振り）したとき、風圧又
は誤ってクラブがボールに当たり、ボールがティーから
落ち、ティーグラウンドからも落ちて止まった。

無
１ストロークとして数えます。風圧で動いたとしてもストロークをしたも
のとみなします。

30
ティーグラウンドでチョロしたが、まだ動いている（ティー
グラウンド上）ボールを拾い上げた。動いているボール
を触ったのだからペナルティではないのか？

無

ティーグラウンドは、１打目を打つための特別な場所であり、ティーグ
ラウンド上で動いているボールを、手や足で止めてもペナルティはあ
りません。（打球がティーグラウンドを離れるまでは、プレー中のボー
ルとはならない）

31

ティーグラウンドから足が出ていた、ティーアップエリア
外から打った、ティーアップせずに打った等のボール
が、ティーグラウンド上で止まった場合のペナルティ
は？

無
第１打のストロークが成立していないので、ペナルティはありません。
ただし、ボールがティーグラウンドに掛かっていることが条件です。ス
トロークの前に、同伴者は注意すべきです。
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P31
9条

P32
10条

P44

28条

P32
10条

P44

28条

P31
9条

P32
10条

P31
9条

P31
9条

P33
12条

P33
12条

P35
14条

P33
12条

P40
23条

P43
26条

P43
26条

32
ティーショットでチョロしたボールが自分の足に当たり、
ティーグラウンドの前方１ｍに止まった。自分に当たっ
たのでペナルティになるのか？

無
打球がティーグラウンドを離れるまでは、プレー中のボールとはならな
いため、ティーグラウンド上で足に当たったことに関するペナルティは
ありません。次打が２打目となります。

33
カップを狙うのに、ティーマークが邪魔で打てないため
抜いて打った。

２打
ティーマークを抜くとペナルティが付加されます。ティーマークは動か
せない障害物であるため、これを動かしたり、抜いたりすることはでき
ません。（※同伴者は、注意すべきです。）

34
チョロしたボールがティーマークの前に止まって打てな
いのでティーマークを抜いて２打目を打った。

２打
動かせない障害物であるティーマークを動かした場合は、ペナルティ
が付加されます。（※ストロークをするために動かせない障害物を動
かすと、ペナルティが付加されます。）

35 ティーライン（白線）の上にティーアップして打った。 無
ボール全体がティーアップエリア内にあれば、ティーライン上にティー
アップしても問題ありません。

36
高さのあるティーマークの上にボールをティーアップし
て打った。

２打
高さのあるティーマークの上にティーアップしてストロークすると、ペナ
ルティが付加されます。（※同伴者は、ストローク前に注意すべきで
す。）

37
アドレスしたときに、クラブヘッドがボールに触れ、ボー
ルがティーから落ちた。

無
アドレス中にボールをティーから落とした場合、ボールがティーグラウ
ンドに内に止まっているか否かに係わらず、ペナルティなしで、再
ティーアップすることができます。

38
スイングしていないのに、ボールがティーから落ちて、
ティーグラウンドからも落ちてしまった。

無
ティーグラウンド上に「ある・なし」にかかわらず、ペナルティなしで、再
ティーアップすることができます。

39

４番ホールを終えたパーティーが間違って７番ホールを
プレーし、全員が８番ホールのティーショットを打ち終
わったところで、ホールを飛ばしてきたことに気が付い
た。

４打
（全員）

８番ホールを全員がホールアウトして、正規の５番ホールに戻り、全
員に間違えて先にプレーした７、８番ホールの２ホール分のペナル
ティ（４打）を、５番ホールに付加して、６→９番ホールと進みます。

40

Ｂ４番ホールをプレーすべきなのに、オナーが間違って
すでにホールアウトしたＡ６番ホールに行き、ティー
ショットをした後に誤りに気付いた。一人だけしか打っ
ていないので打った人だけがペナルティ付加で良いで
しょうか？

オナー
のみ
2打

オナー１人がショットした場合、ショットした人にペナルティが付加され
ます。正規のＢ４番ホールに戻り、２打を付加してスコアに記入しま
す。

41
ティーショットがチョロって、ボールはティーグラウンド
外、１ｍに止まった。

無 単にストロークしたことになり、止まった所から２打目となります。

42
ティーグラウンドで、他のプレーヤーのボールを打って
しまった。

無
※貸して
もらえな
ければ２

打

ティーショット後に気が付いた場合は、ボールの持ち主の了解（ボー
ルを貸してもらうこと）が得られたときは取り替えたボールとして扱い、
そのままホールアウトまでプレーして、その後にボールを返却します。
了解が得られなっかたときは誤球として処理します。（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ます。）

43
隣のコースから打たれたボールがティーグラウンドの
前に止まった。

「そのままプレーする」「先に打ってもらう」「マークをしてボールを取り
除く」のいずれかを選択することができます。

44
ショートホールで、先に打った人のボールが邪魔なの
でマークを要求した。

第１打目のマークの要求はできません。マークした場合は、マークし
たプレーヤーにペナルティが付加されます。

45
ティーショットでチョロしたボールがティーグラウンドの
前方２ｍに止まった。次打者が、ボールが当たるからと
先に打ってくれと要求された。

全員が１打目を打ち終わってからのプレーとなります。したがって、
マークの要求もできません。
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P43
27条

P43
27条

P３３
１２条

P44
２８条

３、用具の破損

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
P28

5条

P29
6条

P29
6条

４、フェアウェイ

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
P14

P35
14条

P38
3 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を続けます。 20条

P35
15条

P35
15条

P36
15条

47
ティーショットしようとしたら、バンカーならしがフェア
ウェイに置いてあり邪魔なので直したい。

１打目を打つときに、バンカーならし、ボールすくい等が本来あるべき
決められた位置にない場合には、これを正規の位置に戻すことがで
きます。

1
プレー中にクラブのシャフトが折れた。クラブの交換は
できるか？

同伴者の確認を得て他のクラブに取り替えることができます。スコア
提出前に競技委員によるクラブ検査が必要です。

46
ショートホールでの出来事。バンカー越しに打っていく
と「べたピン」も可能なコース。しかし、バンカーならしが
邪魔なのでレーキを抜いてプレーしたいが・・・・・・

１打目において、バンカーならしやボールすくい等が本来あるべき位
置にある場合は、これを取り除いたり、向きを変えたりすることはでき
ません。

2 ボールを打ったら、２つ以上に割れた。
そのストロークを取り消して、新しいボールに取り替え、打ち直ししな
ければなりません。

3
プレー中にひびが入ったボールを、同伴者に断らずに
別のボールと取り替えた。

２打
同伴者の確認を得ないでボールを取り替えた場合には、ペナルティ
が付加されます。

1
プレーの順番は、「カップから遠い順」が原則なのだ
が、カップに近い人が先に打ってしまった。ペナルティ
はあるのでしょうか？

無
打つ順番を違えてもペナルティはありません。プレーの順序はホール
カップから遠い順にプレーすることを原則とすべきです。

2
止まっているボールの周辺のライが悪いのでボール前
後の草を抜いたり、踏み付けた。

２打 ライの改善となりペナルティが付加されます。

4
アドレスしたとき、クラブがボールに触れて揺れたが、
元の位置にボールが戻った。

無
２打目以降クラブヘッドがボールに触れた場合は、これをストロークと
みなし１ストロークに数えます。

5

以前ある大会に出たときの競技説明で、「アドレス時に
クラブフェースにボールが接触したら１打となるので、
接触させないでアドレスすること」と、説明があったがど
うなのか？

無
２打目以降クラブヘッドがボールに触れた場合は、これをストロークと
みなし１ストロークに数えます。

6
２打目を空振りしてしまった。しかし、ボールは動かな
かった。

無 ストロークとはみなしません。

48
第１２条でアクシデントストロークが適用されるのはど
のようなときですか。

第１２条２項において、組全員がティーショットを打ち終える前に気づ
いてボールを回収したプレーヤーに対して適用され、アクシデントスト
ロークのペナルティが付加されます。

49
ストロークしたボールが隣のホールのティーグラウンド
にくっついて止まった場合、ティーグラウンドに触れて
ストロークすることはできますか。

無
組で使用中のティーグラウンド以外（台を含む）は動かせない障害物
扱いですが、「動かないもの」として扱いますので触れても問題ありま
せん。
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P35
15条

P36
15条

P36
15条

P50
32条

P36
15条

P36
15条

P37
16条

P37
16条

P37
16条

P37
16条

P39
21条

無

P38
20条

P39
21条

P39
21条

18

19

20

アドレスしたが、風でボールが動いた。 無

同伴者と話をしていて話に夢中になり自分のボールを
蹴ってしまった。

２打
ペナルティを付加し、ボールを元あったと思われる位置にプレースし
てプレーを続けます。

蹴って動いたボールを、元の位置に戻さず打ってしまっ
た。

４打
ボールを動かしたペナルティと処置違反のペナルティの計４打が付加
されます。

クラブヘッドがボールに触れていないのに、風でボールが動いた場合
は、ボールが止まった位置からプレーを続けます。

7
素振りをしたら、うっかりクラブがボールに当たり、ボー
ルが動いてしまった。打つ意志はないので、元に戻せ
るのでは？

２打目以降、クラブがボールに触れて動いた場合は、打つ意志が有る
無しにかかわらず１ストロークになります。

8
木の横にボールが止まったが右で打てない。左で打っ
たが問題はないですよね。

無 クラブヘッドで打つのであれば左右は関係ありません。

9
ＯＢ区域でない植え込みの下にボールが入ったので、
押し出すようにして打った。

２打
不正打ちによるペナルティを付加し、ボールが止まった位置からプ
レーを続けます。

10
ＯＢになったボールを、クラブで打ってボールをコース
内に戻した。打数をカウントすべきでは？

無
ＯＢになった時点で、プレー中のボールではないため、ボールを打っ
ても打数をカウントしないが、マナーとして手で拾い上げるべきです。

11
ショットしようとしたら、ボールが動き出したがそのまま
打った。

２打
動いているボールを打ったので、１ストロークに数え、ペナルティが付
加されます。

12

「プレーヤーはクラブの打球面で正しくボールを打たな
けらばならない」と、平成２２年のルールブックに記載さ
れています。以前は、クラブヘッドのどこでも打ってもよ
いとあったのですが変更になったのですか？

「常識として、ボールを打つのは打球面である」ということを周知しても
らうために記載しています。クラブヘッドのどこに当たっても、ペナル
ティはありません。（以前と同じ解釈です）

13 プレーヤーがストローク直後、誤球に気が付いた。 ２打

プレーヤーが誤球でプレーした場合は、アクシデントストロークとして
ペナルティを付加します。誤球でプレーしたプレーヤーは、誤球のプ
レーが最初に起きたと思われる位置にそのボールをプレースしなけ
ればなりません。

14 当事者同士がストローク直後、誤球に気が付いた。
双方に

２打

誤球の当事者双方がストロークした後に誤球であることに気が付いた
ときは、そのホールをホールアウトするまでそのまま続行し、双方にペ
ナルティを付加します。

15
プレー中に誤球に気が付いた。しかも２～３ホール終
了した後である。

双方に
２打

何ホール終了しても、誤球のペナルティのみが付加されます。誤球し
たホールが分かる場合はそのホールに、分からない場合は、気付い
たホールにペナルティが付加されます。

16
ＯＢになったボールを見たら、誤球だった。ＯＢ+誤球＝
４打のペナルティになるのですか？

２打

間違って他人のボールを打ってしまい、ボールがＯＢとなった場合
は、アクシデントストロークのペナルティを付加して改めて自分のボー
ルを打ちます。間違ってストロークした他人のボールは、元あったと思
われる位置にプレースします。ＯＢのペナルティは付加されません。

17
コース内にあったボールをキツネ、カラスが咥えて持ち
去った。

ボールがあったと思われる位置に、新たなボールをプレースしてプ
レーを続けます。この場合、ボールが見つからなくても紛失球の扱い
にはなりません。
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P39
21条

P40
23条

P39
21条

P39
21条

P39
22条

P39
22条

P39
22条

P42
25条

P43
27条

P43
27条

P23
1条

P23
1条

P43
27条

21

22

23

24

25
プレーヤーの打ったボールが、第三者（ギャラリーを含
む）によって故意に止められた。どのように対応したら
よいでしょうか？

無

２打

他人のボールがぶつかって動いたが、元の位置に
ボールを戻さず打ってしまった。

２打

同伴者によって動かされたボールは、同伴者によって
元あったと思われる場所に置かれたが、動かされたプ
レーヤーに対して置く位置の同意を取らなかったため、
本人が置く場所が違うと言って再度動かしてストローク
した。

無

２打目以降のプレー中に、うっかり手から離れたクラブ
が自分のボールに当たった。ちょうどクラブヘッドの部
分がボールに当たったので、ストロークの１打と処理し
てよいのでしょうか？また、シャフトの部分に当たった
場合は、どうでしょうか？

２打

スイングしていないので、ストロークとはみなされないが、自分で自分
のボールを動かしたことによるペナルティが付加されます。また、クラ
ブヘッド以外（シャフトやグリップ）に当たった場合も、同様にペナル
ティを付加し、元あったと思われる位置にプレースしなければなりませ
ん。

ボールに土が付いたので、うっかり（マークせずに）自
分のボールを拾い上げて拭いた。

26
打ったボールが、自分の体及び携帯していたバック等
に当たってしまった。

２打
プレーヤーの持ち物も体の一部とみなされ、ペナルティが付加されま
す。ボールが止まった位置からプレーを続けます。

27
２人が同時に打ったために、お互いのボールがぶつ
かってしまった。

無
動いているボール同士がぶつかった場合は、双方ともボールが止
まった位置からプレーを続けます。

28
斜面にプレースしようとしたが、止まらない場合の処置
は？

停止しない場合は、その位置にできるだけ近い位置で、カップに近づ
かない、ボールが止まる位置にプレースします。

プレーヤーの判断により同伴者に宣言した上で、ボールをマークして
拾い上げること、また、拭くことができますが、リプレースしなければな
りません。マークしなかったときは、プレーヤーにペナルティを付加し、
そのボールは元あったと思われる位置にプレースすることになりま
す。

処置違反のペナルティが付加されます。

ボールが違う位置に置かれたと思うのであれば、同伴者に説明した
上で、本人ではなく同伴者にボールを置き替えてもらうのが望ましい
が、再度、本人がボールを元あったと思われる位置に動かしてもペナ
ルティはありません。

偶然、ギャラリーによってボールの方向が変えられた場合は、ボール
が止まった位置からプレーを続けます。ギャラリーに故意に止められ
たとしても、ペナルティにはなりません。　（※ギャラリーはＯＢラインの
外側で観戦すべきです）

29
競技者は動かせる障害物と判断したが、マーカーと意
見が異なった。

マーカーに判断の権限はありません。後の紛争を避けるため競技委
員に判断を委ねるべきです。

30
ボール近くの折れた枯れ枝を取り除こうとしたら、ボー
ルが動いてしまった。

無
折れた枯れ枝は動かせる障害物です。ボールを元あったと思われる
位置にプレースして、プレーを続けます。

31
コース内にキノコが生えていて、ボールにアドレスした
ら、キノコが折れる。どうしたら良い？

無 キノコは動かせる障害物ですので、抜いても問題ありません。

32
雨の日にプレーしたら、ボールに枯葉がくっついてし
まった。取り除いたらペナルティか？

無 枯葉は動かせる障害物ですので、取り除いて問題ありません。

33
ボールが枯葉の上に乗っかり打ちずらい、そのまま打
たなければならないのか？

無
動かせる障害物である枯葉の上にボールが乗った場合は、同伴者の
確認を得てボールを拾い上げ、枯葉を取り除いてから、ボールを元
あったと思われる位置にプレースすることができます。
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P43
32条

P52
33条

P40
23条

P52
33条

P53
34条

P53
34条

P３５
１４条

５、修理地＆カジュアルウォーター

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
P44
28条

P45
29条

P45
29条

P45
29条

ボールをプレースする位置が水溜りであった場合には、さらにカジュ
アルウォーターとしての救済を受けることができます。

2

35 木の根元にボールが止まって打てない。

１打
アンプレヤブルを宣言し、カップに近づかず、１クラブ以内の位置に
ボールをプレースします。

修理地の処理をしたボールが、修理地外にある水溜り
にプレースしなければならないが・・・

34

打球の確認しずらいコースで（ここは、ブッシュの外側
にOB杭があるコースです）、１打目がブッシュの方向に
飛んで行って、ボールが見つからない。同伴者から、
OBと紛失球を合わせ、４打のペナルティと言われた。

２打

OBと紛失球が重なっても、どちらか一方でプレー中のボールではなく
なるため、ペナルティを付加します。この場合は紛失が優先され、紛
失したと思われる場所の近くにプレースしてプレーを続けます。
※OBの外側にブッシュがあり紛失した場合は、OBのペナルティを付
加し、入ったと思われる場所から、カップに近づかない、２クラブ以内
にプレースしてプレーを続けます。

３打

アンプレヤブルを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ます。ペナルティを付加してアンプレヤブルを宣
言し、カップに近づかず、１クラブ以内の位置にボールをプレースしま
す。

36
ティーショットを打ったら、木の上にボールが止まった。
アンプレヤブル宣言して、次打を打ちたいが、どう処置
したら良いですか？

アンプレヤブル宣言をし、１打を付加して木の上のボールの真下を起
点として、カップに近づかない、１クラブ以内の位置にボールをプレー
スします。（ボールから空中を１クラブではありません）

37

自分たちのグループからは、起伏等でボールの状況が
分らないときに、ボールの近くにいた他の者から、後の
ボールが当たって、先のボールがＯＢラインを越えて
いった」と指摘されたが、この場合、他の者の指摘は有
効か？
（競技役員ではない）

公式大会の場合、競技委員を配置するべきであり、この場合は、競技
委員の指示に従ってプレーすべきです。それ以外の場合は、第三者
の指摘を参考にしてプレーに反映させることができます。

38

競技会で、３人でプレーしていたが、１人が失格扱いと
なってしまった。この状況を競技委員に報告せず、ホー
ルアウトした。この場合の対処方法はどうしたらよい
か？ルールブック、大会基本要綱にも、この問題は、触
れていませんが・・・・・・

原則４人以下で回るようにお願いしているのであって、２名で回ること
は禁止していません。しかし、競技会等では、不正防止等を含め、３
人以上でのプレーを推奨いたします。突発的に２人になった場合は、
競技委員から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人パーティから、１人を２人のグループに入れて３人
でプレーするべきです。

1
修理地の杭にボールがくっついてしまったので、杭を抜
いてプレーした。

２打
修理地の杭は、動かせない障害物です。杭を抜くとペナルティが付加
されます。

3
ボールがラフにあるカジュアルウォーター内に止まって
いたので、救済を受け、ボールをフェアウェイにプレー
スした。

無
ペナルティはありません。フェアウェイ、ラフに関係なしに規則に許さ
れている範囲で、プレースすることができます。

4
ボールはラフにあるが、スタンスはフェアウェイの水溜
りの中。救済をフェアウェイ側に受けたら駄目でないか
と言われた。

無
ペナルティはありません。フェアウェイ、ラフに関係なしに規則に許さ
れている範囲で、プレースすることができます。(条件を満たせば、フェ
アウェイ、ラフ、グリーンを問わずプレースできます）

39
OB区域から伸び出た雑草に触れるとペナルティになる
のでしょうか。

無
ストロークの過程でOB区域から伸び出た雑草に触れてもペナルティ
にはなりません。

２打
ストロークの前にその雑草をクラブや手で払いのけたり、クラブで押し
付けるなどした結果としてライを改善してしまった場合は、ペナルティ
が付加されます。
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P45
29条

P45
29条

P45
29条

P48
30条

P48
30条

P48
30条

P48
30条

P48
30条

P48
30条

P45
29条

Ｐ48
30条

６、ラフ

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
P52
33条

P35
14条

触れるかどうかの確認中に枝、葉に触れた場合、アド
レスしたときに触れた場合、バックスイングしたときに触
れた場合、フォロースルーで触れた場合において、ペ
ナルティに「なる」「ならない」の区分けがよく分かりませ
ん。教えてください。

アドレス時や触れるかどうかの確認中にクラブや体が枝、葉に触れた
程度ではライの改善とみなされませんが、触れた結果としてライを改
善してしまった場合は、ペナルティの対象になります。また、ストローク
時（バックスイング時、フォロースルー時を含む）において、クラブや体
が枝、葉に触れた場合には、ペナルティの対象になります。

2

5
カジュアルウォーターの救済ですが、水溜りが横に長く
遠くなるため、水溜り後方からボールを上げて打ちた
い。

救済を受けるボールが止まっている位置から、カップに近づかず、当
該カジュアルウォーターを避けうるできるだけ近い位置までの距離よ
りも移動距離が短ければ、その範囲内のカップに近づかない位置に
ボールをプレースすることができます。

6
ボールは、フェアウェイにあるのだが、足元が水溜りの
中に入っている。救済は受けられるか？

カジュアルウォーター内にボールか、スタンスがある場合、あるがまま
でプレーするか、救済を受けることができます。

7
修理地とカジュアルウォーターの救済の違いって何で
すか？

修理地については、必ず救済を受けなければなりません。一方、カ
ジュアルウォーターについては、そのままの状態で打つか救済を受け
るかの二者択一になります。
なお、修理地からの救済方法は、カップに近づかない位置で、かつ
ボールが止まっている位置からできるだけ近い位置にボールをプレー
スしなければならないので、カジュアルウォーターからの救済のように
範囲内で選ぶことはできません。

8 修理地に入ったボールをそのまま打った。 ２打
ペナルティを付加し、ボールが止まった位置からプレーを続けることに
なります。（※修理地に入ったボールは必ず救済を受けなければなら
ない）

9
修理地内のボールを捜しているときに、誤って自分の
ボールを蹴ってしまった。

無
修理地内にボールが止まった時点でプレー中のボールではなくなる
ため、ボールを蹴ったことに対するペナルティはありません。

10
修理地内にある水溜りにボールが止まった。どうしたら
よいのでしょうか？

修理地内の水溜りは、カジュアルウォーターではありません。したがっ
て、修理地からの救済を受けることになります。

11
ボールがグリーン奥にある修理地を通過して止まっ
た。返しのストロークで修理地内を通過させたらペナル
ティと言われた。

無 ボールが修理地内を通過してもペナルティはありません。

12

修理地の救済を受けてボールをプレースしたが、修理
地内を通過する位置にプレースするとカップに真っ直ぐ
なので、修理地を通過する位置に救済を受けてスト
ロークした。（修理地を通過した）

無

救済を受ける場合は、スタンス及びボールが当該修理地に掛から
ず、カップに近づかない位置で、かつボールが止まっている位置から
できるだけ近い位置にプレースしなければなりません。この場合、次
打でボールが修理地を通過することは問題ありません。

13
本来は右打ちであるが、左打ちのアドレスをすることに
よってスタンスが修理地やカジュアルウォーターに掛か
る場合、救済を受けられるか。

救済を受けるために左打ちでアドレス（通常右打ちの場合）してスタン
スが掛かっても救済を受けることはできません。そのまま打つか、スト
ロークが困難な場合はアンプレヤブル宣言をするべきです。

1
ボールが穴掘り動物が作った穴に止まり、打てないの
で救済を受けたいが・・・・

穴掘り動物が作った穴又は土盛りからの救済はありません。したがっ
て、あるがままの状態でプレーしますが、打てない場合はアンプレヤ
ブルを宣言することになります。
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P35
14条

P35
14条

P35
14条

P39
21条

P39
21条

P39
22条

P41
24条

P52
33条

P50
32条

P52
33条

P52
33条

P52
33条

P35
14条

紛失したボールを捜す時間は特に規定はありませんが、プレーヤー
の責任を認識しなければなりません。ボールがすぐに見つかりそうで
ない場合、速やかに後ろの組に先にプレーするよう合図するべきで
す。

14
ボールがラフに入り打てそうもない。アンプレヤブル宣
言して近くのバンカー内にプレースした。

１打
規則で許されている範囲内であれば、バンカー、フェァウェイ、ラフの
どこにでもプレースすることができます。（アンプレヤブルの１打が付
加される）。

12
アンプレヤブルを宣言して、１クラブ以内に救済を受け
ようとしたが、まだ打てない。どうしたらよいか？

アンプレ
ヤブル１
回ごとに

１打

3
以前は、大木に体を接触してボールを打っても、問題
はなかったのですが、令和２年から厳しくなったのです
か？

無

大木に接触してボールを打っても、ボールの位置や周辺の状況を改
善すること（ライの改善）にはならないため、ペナルティはありません。
他にも排水溝の蓋、コンクリート工作物、電柱、街灯なども含まれま
す。（※競技会において、コース内に他の触れてもよい動かせない
（動かない）障害物がある場合は、プレーヤーに対し事前に周知する
こと）

4
林の中に止まったボールにアドレスしようとしたら、背
面から小枝が出ている。邪魔なので、その小枝を足で
踏んでアドレスした。

２打
ライの改善となり、ペナルティが付加されます。あるがままの状態でプ
レーが原則です。

5
スタンスの位置が急斜面で、体勢が不安定だったの
で、足場を作ってアドレスした。

２打
「プレーヤーは、スタンスを取るときに足をしっかりと地面に据えること
ができるが、スタンスの場所を作ってはならない」とされていますの
で、ペナルティが付加されます。

6
ラフでボールを見失ない、同伴者も一緒に捜して、同伴
者がボールを蹴ってしまった。

無
同伴者に蹴られたボールは、元あったと思われる場所にプレースして
プレーを続けます。局外者の場合も同様の扱いになります。

7 ラフの中にある自分のボールを蹴ってしまった。 ２打

規則で許されている場合を除き、自分でプレー中のボールを動かした
り、触れたりすることはできません。したがって、自分のボールを蹴っ
た場合はペナルティを付加し、元あったと思われる位置にボールをプ
レースしてプレーを続けます。

8
林の中のプレーで打ったボールが木に当たり跳ね返っ
て自分の体に当たった。

２打 ペナルティを付加し、ボールが止まった位置からプレーを続けます。

13
深いラフにボールが入りとても打てそうにないので、ア
ンプレヤブル宣言をしたいが、フェアウェイに出してもよ
いでしょうか？

１打
規則で許されている範囲内であれば、バンカー、フェァウェイ、ラフの
どこにでもプレースすることができます。（アンプレヤブルの１打が付
加される）。

アンプレヤブルは、何度でも宣言できます。１回で救済にならない場
合は、もう一度アンプレヤブルの宣言をし　１+１＝２打付加しプレーを
続けます。（３回は３打付加）　※２クラブでもプレーできないような区
域は、ＯＢ区域とすべきです。

9
マークを要求されてマークをしたが、リプレースの際
に、そのボールマーカーが見つからない場合の処置
は？

２打

プレーヤー自身がボールマーカーを動かしたり見失った場合は、ペナ
ルティを付加し、ボールマーカーがあったと思われる場所にボールを
プレースしてプレーを続けます。また、ボールマーカーが動かされた
場合は、ペナルティなしでボールをマークしたと思われる場所にプ
レースし、プレーを続けます。

10
ボールがラフの中にある排水溝に入ってしまって打つ
ことができない。

１打
ストロークできない場合は、アンプレヤブル宣言し、１打を付加して、
カップに近づかない、１クラブ以内の位置にボールをプレースしてプ
レーを続けます。

11
ボールが紛失して捜したが、同伴者から「もうこれ以上
時間をかけられない」と言われた。

ラフにボールが入った。打ちやすくするためにボールの
すぐ後ろの芝にクラブをそっと置き、打球時に挟まりそ
うな芝をよけた。

２打
打球時に挟まりそうな芝をよける行為は、ライの改善になりペナルティ
が付加されます。（※芝が短く、打球時に挟まることがないと思われる
場合は、ライの改善には当たらない）

15

10 



P52
33条

P39
21条

P35
15条

７、OB＆ネット

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
P50
32条

P36
15条

P22,23
1条

P23
1条

P23
1条

P23
1条

P27
2条

P44
28条

自分のボールを動かしたことになりペナルティーが付加されます。
ボールは元あったと思われる位置に戻さなければなりません。動いた
ボールはプレー中のボールではないので、ボールが動いてクラブに
触れても、さらにペナルティは付加されません。

クラブヘッドが芝ではなく直接ボールに触れた場合には、ストロークと
みなし、１ストロークに数えます。

1
ＯＢボールを一度置いたのですが、再プレースはでき
ますか？

ＯＢの処置については、規則上許されている範囲内の位置に再度プ
レースすることができます。

2

ネットの近くや、障害物の近くにボールが行き、クラブと
ボールの間が数センチしかない。クラブをボールの真
後ろにセットし左手でクラブをハンドファーストにして、
右手を離した状態でクラブを上に上げて、右手で上か
ら叩いてボールを出したがこれは問題ないか？

無

シャフト軸線方向の動きは、「スイング」と認めませんので不正打ちと
なりますが、この場合はスイング（ストローク）とみなします。しかし、
「押し打ち」や「２度打ち」とならないよう十分な注意が必要です。
※クラブをボールにくっ付けた状態のまま、右手でシャフトを叩いて
打った場合は不正打ちの対象になります。

16
ボールがラフに入って、アンプレヤブル宣言したが、近
くに行くと打てそうなので取り消したい。

アンプレヤブル宣言したときに「プレー中のボール」ではなくなるが、
ボールに触れる前であれば宣言を取り消すことができます。

17
ラフにあるボールにアドレスするときに、クラブをラフに
置いたらボールが動いた。

２打

無

3
コース内に、白杭、白杭の上部が青色、杭全体が青色
の杭がありますが、何が違うのですか？

ＯＢラインは、白い杭で示し、コース内にあるＯＢゾーンは、上部を青
色にした杭で示しています。全体が青い杭は、修理地を示していま
す。

4
ＯＢゾーンにボールが入りました。支柱の内側、外側
（コース側）どちらに掛かっていたら、セーフですか？

ＯＢの境線は、隣接する杭の最もコース側の２点を地表レベルで結ん
だ線で決め、垂直に上下に及びます。ＯＢラインの外側及びＯＢゾー
ンの内側をＯＢ区域といい、プレー禁止区域になります。また、止まっ
ているボール全体がＯＢ区域にある場合、そのボールはＯＢのボー
ルになります。

5
ティーグラウンドから打った１打目が立ち木に当たり跳
ね返ってきて、ティーグラウンドよりも後ろに止まりまし
た。この場合、OBになるのでしょうか？

あくまでも、OB区域であるかどうかで判断します。　ティーグラウンド
の後ろ側がOB区域であり、ボール全体がその区域内にあればOBに
なります。　OBでない場合は、ボールが止まった位置からプレーを続
けます。

6
ボールがネットの近くに止まり打てないのでネットの裏
にスタンスを取って打った。

無
ネットの裏にスタンスをとっても問題ありません。
（※「ＯＢ側に立つことができる」の運用）

7
ネットの裏に行ったボールを、アンプレヤブル宣言をし
てネットの表にプレースすることはできないですか？

ネットの反対側にプレースすることはできません。アンプレヤブルの
ボールは、ボールが止まっている位置又は処置の基点から１クラブ以
内でカップに近づかない位置にプレースできます。※ネット、柵、
ウォーターハザードの反対側にプレースすることはできません。また、
OB区域内も１クラブの測定はできません。

8 OB杭が邪魔なので抜いて打った。 ２打
OB杭は動かせない障害物です。したがって、ストローク時にＯＢ杭に
触れたり動かしたりするとペナルティが付加されます。

18
大きな池の中又は高い木の上等にボールがあり、見え
ているが回収することが困難な場合、アンプレヤブル
宣言をしたときにどのような処置になりますか。

１打
ボールを回収することが困難な場合は、同伴者に確認の上で替わり
のボールを使用することができるが、スコア提出前に委員会の確認を
得る必要があります。
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P35
14条

P35
14条

P36
15条

P35
14条

P36
15条

P36
15条

P35
14条

P52

33条

P52
33条

P50
32条

P50
32条

P50
32条

P50
32条

P50
32条

12

13

１打

14

緩んだネットの上にボールが止まったときの処置。

①　そのまま打ったが、わずかにネットに触れた。

②　アンプレヤブル宣言し、プレー続行か？

17
グリーン奥のＯＢになったボールの処置ですが、ＯＢ杭
を結んだＯＢラインを横切ったと思われる場所にプレー
スしてはダメでしょうか？

20
ボールがＯＢ杭のコース側に掛かっていると自分で判
断して打ったところ、同伴者から確認していないと言わ
れた。

４打

２打

無

無

２打

ＯＢ杭の近くに止まったボールを隙間がないので、バッ
クスイングを取らずにそのまま打った。

２打

スイング動作によらずにクラブヘッドでボール打つと不正打ちになりま
す。この場合は、押し出しによる不正打ちとみなされ、ペナルティが付
加されます。（※スイングの伴わない動作は、ストロークとは認められ
ません）

ボールがネットに付いて止まっているので裏からネット
を挟んでボールを打った。

２打
ネットを挟んでボールを打つと、規則違反（不正打ち）によるペナル
ティが付加されます。

9

ネット付近での処置（1）
①　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付いてはいない）
②　ボールをネットに当てて反動を利用した。

③　ネットをまたいで打った。

①ストローク中にネットに触れたため、ペナルティが付加されます。

②薦められた行為ではありませんが、ペナルティは付加されません。

③ネットに触れていなければペナルティはありません。

10

ネット付近での処置（2）
①　 ネットとボールとの隙間を、足、身体でネットを押し
　　　つけ、隙間を広げて打った。
② 　ボールにヘッドを添え押し出した。

２打
①　ライの改善になり、ペナルティが付加されます。

②　不正打ちになり、ペナルティが付加されます。

11
ストロークしようとして、バックスイングしたら、「後の
ネット、または植栽」にクラブが触れたので、ストローク
を止めた。どうなるのか？

２打 ストロークを止めてもペナルティとなります。

①　ストローク時にクラブヘッドの一部でもネットに触れるとペナルティ
が付加されます。ネットの上に止まったボールをネットに触れずにスト
ロークするのは、常識的に困難と思われます。

②　ストローク時にネットに触れそうな場合には、アンプレヤブルを宣
言し、１打を付加による救済を受けるのが無難です。

15 ネットに囲まれた区域にボールが止まった場合。 １打
アンプレヤブルを宣言し（１打付加）、入ったと思われる所からカップに
近づかない、１クラブの範囲にボールをプレースします。（ウォーター
ハザードの処置と同じ扱いとします。）

16
ＯＢ区域からボールを打った場合の処置はどうしたらよ
いのですか？ ４打

ＯＢのペナルティと処置違反のペナルティの計４打を付加し、ボール
が止まった位置からプレーを続けます。

ボールが最後にＯＢのラインを横切ったと思われる位置から２クラブ
以内のカップに近づかない位置にボールをプレースしなければなりま
せんが、入った場所は、置く位置が一点に限られるため、カップに近
づかない左右のいずれかの位置にプレースすべきです。

18

ＯＢになってしまいました。カップに近づかないように、
２クラブ以内にボールを置いてプレーすると言われまし
たが、ボールがＯＢラインを横切った位置？止まった位
置？

２打
ボールが、ＯＢラインを横切ったと思われる位置を起点とし、ペナル
ティを付加して、カップに近づかず２クラブ以内にボールをプレースし
てプレーを続けます。

19
ＯＢの判定で、同伴者の１人でもＯＢと主張する場合は
ＯＢとなり、話し合いの余地がないようにも聞きました
が、そのとおりですか？

止まっているボールを判定するわけですから、判定が割れることはな
いはずですが、どうしても意見が一致しないのであれば、競技委員に
判定を委ねてください。

ボールがＯＢライン付近の位置に止まったときの判断については、同
伴者の確認を得なければなりません。同伴者の確認を得ずにプレー
をしたときは、ＯＢであったとみなされて、ＯＢのペナルティと、処置違
反のペナルティを付加（４打を付加）し、ボールが止まった位置からプ
レーを続けます。

12 



P35
１４条

８、バンカー

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
P40
23条

P35
14条

P35
14条

P35
14条

P36
15条

P41
24条

P43
27条

P43
27条

P43
27条

P40
23条

P40
23条

アドレス、バックスイングの際にクラブが砂に触れてし
まった。ゴルフでは触れられないと聞いたのです
が・・・・？

無

3

２打

パークゴルフでは、クラブヘッドが砂面に触れても問題ありません。

1
バンカー内でマークを要求された自分のボールを拾い
上げ、付いていた砂を拭いたら、「駄目だ」と言われた。
どうなんでしょう？

無 マークをして拾い上げたボールは、拭くことができます。

2

バンカーにボールが入った。見ると、足跡の中にすっぽ
りボールが入っている。前の組がならして行かなかった
のが悪いので、足跡をならして、そこにボールを置いて
打った。

２打

バンカーに止まったボール周辺の砂を均すなどしてその状態を変え
た場合には、ライの改善になりペナルティが付加されます。ボールは
あるがままの状態で打たなければなりません。
（※プレーヤーは、マナーとして、バンカー内に付けた足跡をならして
出るべきです）

ネットや動かせない障害物に触れるかどうかの確認中やアドレス時
に、プレーヤーのクラブや衣類、ポーチ等がネットに触れた程度では、
ライの改善とはみなしません。しかし、触れた結果として、実際にライ
を改善してしまった場合は、ペナルティが付加されます。
※同伴者は、プレーヤーがネットに触れるかどうかの確認中やアドレ
ス時に気付かずにネットに触れた場合には、すぐに注意すべきです。
同伴者の注意を聞かずにその動作を続けてストロークすると、当然ペ
ナルティが付加されます。

クラブ等で砂面を強く押しつける行為をするとライの改善になり、ペナ
ルティが付加されます。

4
フォロースルーのときに、もう一度クラブがボールに当
たった。

２打
不正打ち（２度打ち）となります。ペナルティを付加してボールの止まっ
た位置からプレーを続けます。

5
２人のボールがバンカー内にあり、マークをしてもらい
打ったら、バンカーが掘れ、ボールマーカーが飛んでし
まった。どう処理したらよいですか？

無
バンカー内の掘れた砂を元のライとほぼ同様に復元し、ボールマー
カーを元あったと思われる位置に置きます。

6
ボールがバンカーならしに接して止まっているので、バ
ンカーならしを取り除こうとしたら、ボールが転がってバ
ンカーに入った。

無
バンカーならしは、動かせる障害物なので、バンカーならしを取り除く
ときにボールが動いた場合は、ボールを元あったと思われる位置にプ
レースします。

7
バンカーの中のボールのすぐ後ろに｢木の実」があった
ので取り除いた。

無 木の実は、動かせる障害物なので、取り除くことができます。

8
バンカー内の枯葉の上にボールが乗っているとき、枯
葉を取り除いたらボールが動いた。

無
バンカー内の枯葉、枯れ枝、小石、虫の死骸等は取り除くことのでき
る障害物です。ボールが動いたときは、ボールを元の位置に戻すこと
ができます。

9
バンカーに２人のボールが入ったが、どちらが誰の
ボールか分からない。ボールの表面に付いた一部の
砂を取り除いて確認した。

無
誤球を防ぐためのボールの確認は、マークしてからボールを拾い上
げた上で確認すべきです。

10
同伴者のバンカーショットのために、砂をかぶってし
まった自分のボール。どうすればよいの？

無
プレーヤーの判断で、同伴者に宣言した上でマークしてボールを拾い
上げ、ボールを拭くことができます。

21
ネットに近いボールを打つために、ネットに触れないで
打てるかどうか確認している段階で腰のボールホル
ダーがネットに触れてしまった。

無
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P45
29条

９、ウォーターハザード

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
P35
14条

P36

15条

P43
27条

P49
31条

P36

15条

P49
31条

P49
31条

P49
31条

P49
31条

P49
31条

P49
31条

11
バンカー内の水たまりの中に、ボールが入ってしまっ
た。

バンカー内のカジュアルウォーターの救済方法は次の２通りです。
①　バンカー内にプレースできるところがあれば、救済を受けるボー
ルが止まっている位置から当該カジュアルウォーターを避けうるでき
るだけ近い位置までの距離以内で、カップに近づかない位置にボー
ルをプレースします。
②　バンカー内にプレースすることができない場合は、救済を受ける
ボールが止まっている位置からバンカー外の、救済を受けるボール
が止まっている位置から当該カジュアルウォーターを避けうるできる
だけ近い位置までの距離以内で、カップに近づかない位置にボール
をプレースします。

1
ウォーターハザードに架けられた橋の上にボールが
乗った。

無
橋の上でのプレーが禁止されていない場合は、ボールを打つことがで
きます。

2 ウォーターハザード内の動いているボールを打った。 ２打
動いている自分のボールを打つことはできません。この場合は、ペナ
ルティを付加し、ボールが止まった位置からプレーを続けます。

3
ウォーターハザード内のボールのすぐ横にビニール袋
があったので取り除いた。

無
ビニール袋は動かせる障害物なので、ハザード内でも取り除くことが
できます。

4
ウォーターハザード内でボールが水に浮いていなかっ
たので、そのまま打った。

無

ウォーターハザードは、救済がありません。打てると判断した場合に
は、水の有無にかかわらずプレーできます。打てないと判断した場合
には、アンプレヤブル宣言し、その処置をします。ただし、ボールが水
に浮いている場合は、ストロークするとペナルティが付加されます。

5
ウォーターハザードに入ったボールをアンプレヤブル宣
言なしで拾い上げてしまった。

１打
ウォーターハザード内の水域にあるボールを拾い上げた場合におい
てのみ、アンプレヤブル宣言をしたものとみなされます。

6
ウォーターハザードに入ったボールが紛失した。何打を
付加すればよいのか？

１打

ボールがウォーターハザードに入ったと思われる位置から、カップに
近づかず、１クラブ以内で、打つことが可能な地表の地点に新たな
ボールをプレースし、アンプレヤブルの１打を付加してプレーを続けま
す。（※この場合の紛失球に対するペナルティはありません）

7
排水溝にボールが入り、流れていったのでグリーンに
近いところで拾い上げ、そこからカップに近づかず１ク
ラブ以内にプーレスして打った。

３打

ボールが最初に排水溝に入ったと思われる位置から、カップに近づ
かない、１クラブ以内の位置にボールをプレースするのが正しい処置
です。この場合は、アンプレヤブルの１打と、処置違反によるペナル
ティ２打の計３打が付加されます。

8 ボールがウォーターハザード内に入り打てない。 １打

ボールが最初にウォーターハザードに入ったと思われる地点から、
カップに近づかない、１クラブ以内の位置にボールをプレースし、アン
プレヤブルの１打を付加してプレーを続けます。（※川や池の場合は、
地表と水面との境界が処置の基点になります）

9
ボールがフェアウェイを横切っている小川に流されて
いってＯＢになった場合の処置は？

１打

最初にウォーターハザードに入ったと思われる地点から、カップに近
づかない、１クラブ以内の位置にボールをプレースし、アンプレヤブル
の１打を付加してプレーを続けます。　ＯＢのペナルティはありませ
ん。

10
フェアウェイを斜めに横切っている小川にボールが入
り､アンプレヤブル宣言をし、対岸のカップに近づかな
い１クラブ以内にプレースし、ストロークした。

３打
ウォーターハザードの対岸にボールをプレースすることはできませ
ん。この場合は、アンプレヤブルの１打と、処置違反によるペナルティ
の計３打が付加されます。
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10、グリーン（カップ周り）

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
P19

1条

P39
21条

P28
4条

P28
4条

P28
4条

P36
15条

P36
15条

P37
16条

P37
17条

P37
17条

P37
17条

P38
19条

P38
19条

P40
23条

6
片手で打ってカップインさせたら、同伴者からペナル
ティといわれた。どうなんでしょうか？

9
ボールの取替えが許されている特別な場合を除いて、
コース（９ホール）の途中では、取り替えられないと教え
られたが、そうなのか？

1

マークを要求されたとき、及びカップから２クラブ以内の
マークについて、どの時点で「プレー中」のボールであ
り、どの時点で「プレー中」のボールでないか教えてくだ
さい。

ボールマーカーを置いた時点で、「プレー中」のボールではなくなり、
拾い上げたボールを元の位置に戻して「ボールマーカー」を外したとき
に、「プレー中」のボールになります。

2
グリーン上で自分のボールを拾い上げた後、誤って
ボールを同伴者のボールに当てて動かしてしまった。

無
動かした同伴者のボールは、元あったと思われる位置にプレースして
プレーを続けます。（※拾い上げたボールはプレー中のボールではな
いため、誤って相手のボールに当ててもペナルティはない）

3 同伴者からＯＫが出たのでボールを拾い上げた。 ２打
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。ペナル
ティを付加し、ボールが元あったと思われる位置にプレースしてプレー
を続けます。

4
同伴者からＯＫが出たので、ホールアウトしないまま、
次のホール以降のプレーをし、スコアを提出した。

失格
カップインせずにスコアを提出した場合には、その組全員が競技失格
になります。

5
同伴者がホールアウトを確認せず、第３者からホール
アウト不履行の指摘があった。

２打
カップインせずにスコアを提出した場合は、その組全員が競技失格に
なりますが、スコア提出前にホールに戻り、カップインをし直した場合
には、ペナルティを付加しホールアウトが認められます。

片手でボールを打っても違反行為にはなりません。ただし、ボールと
クラブの間隔を取らないでボールをかきよせる等すると、不正打ちに
なりペナルティが付加されます。正しいスイングでストロークするよう
に心掛けてください。

7
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。

２打
１ストロークと動いているボールを打ったことによるペナルティが付加
されます。ボールが止まった位置からプレーを続けます。

8
ホールインワンをしているのに間違って同伴者のボー
ルを打ってしまった。

２打
「誤球」によるアクシデントストロークのペナルティが付加されます。
ホールインワンは有効であるので、合計でスコアは３となります。

ホールのプレー中にボールを取り替えることはできませんが、次の
ホールでプレーするときには、ボールを取り替えることができます。

10
グリーン上でパットするときに拾い上げたボールではな
く予備のボールをリプレースした。
（ボールマーカーを外した）

無
ボールマーカーを外す前に気が付いて、正規のボールに取り替えた
らペナルティはありません。

２打
ボールマーカーを外すとプレー中のボールとなり、規則で許されてい
るボール交換とならないためペナルティが付加されます。

11 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　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　そのまま置いておくことができる。（マークの
要求がない場合）

12

ボールにマークをする場合、同伴者に同意を求める必
要があるのですか？宣言だけでもよいのでしょうか？
また、ボールをそのままにしておいてと言われたら、ど
うしたらよいのでしょうか？

ボールにマークをする場合は、宣言だけで同意は必要ありません。ま
た、ボールをそのままにしてと言われてもマークが優先されますが、
マークの要求がないのに遠くにあるボールをマークしに行くのは避け
るべきです。
※カップから２クラブ以内のボールは宣言しなくてもペナルティは付加
されませんが、マナーとしては同伴者に宣言することが望ましい。

15 



P39
21条

P38
20条

P38
20条

P39
21条

P41
23条

P39
21条

P39
21条

P40
22条

P39
22条

P41
24条

P41
24条

P40
23条

P35
15条

20
グリーン上で同時にパットし、両者のボールが当たっ
た。

無
両者ともペナルティはありませんが、マナーに反します。止まった位置
からプレーを続けます。

21

13
グリーン上で、パッティングしたとき、自分のボールを
打ったらフォロースルーで相手のボールにクラブが当
たってしまった。誤球か？

誤球の扱いにはなりません。クラブが当たって動いた同伴者のボール
は、元あったと思われる位置にプレースしてください。

14
カップの縁に止まっているボールが、風で動いてカップ
インした。

プレーヤーの動作によらずに動いたボールはカップインが認められま
す。

15
アドレス後にパットしようとしたら、風が吹いてボールが
動いた。

無
プレーヤーの動作によらずに動いたボールは、ストロークには数えま
せん。ボールが止まった位置からプレーを続けます。

16
カップの縁に止まっているボール周辺の地面を、プレー
ヤーが振動させたらカップインした。認められますか？

２打
カップインは認められません。プレーヤーの動作によりボールが動か
されたため、ペナルティが付加されます。ボールを元あったと思われ
る位置にプレースしてプレーを続けます。

17
マークを要求されたので、あわててボールを拾い上げ、
その後ボールマーカーを置いた。

２打

マークしないでボールを拾い上げるとペナルティが付加されます。
ボールを拾い上げるときは、先にマークしてからボールを拾い上げて
ください。また、ボールマーカーを外すときには、先にボールを置いて
からボールマーカーを外してください。

18
グリーン外からボールを打ったところ、グリーン上に
あったボールに当たった。

無
両者ともペナルティはありません。「当てたボール」は止まった位置か
ら、「当てられたボール」は元あったと思われる位置にプレースしてか
らプレーしてください。

19
パットしたボールがカップの直前に止まり、思わず理性
を失い、本能的にクラブをボールに向かって投げつけ
た。

無
ボールにクラブが当たらなければ違反行為にはなりませんが、マナー
に反します。

２打
ボールにクラブが当たった場合はペナルティを付加し、ボールを元
あったと思われる位置にプレースしてプレーを続けます。

打ったボールが同伴者の足に当たってカップインした。 無
動いているボールが局外者、同伴者によって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
の状態でプレーしますので、カップインは認められます。

22 同伴者がマークした位置から誤ってプレーした。 ２打

プレーヤーが他人のボールマーカーの位置からプレーした場合は、ア
クシデントストロークによるペナルティを付加します。プレーヤーは、
ボールを回収し、自分のボールマーカーの位置から改めてプレーをし
直します。

23
同伴者の要求によりマークの位置を動かしたが自分の
順番になったとき、マークの位置を戻さずに打ってし
まった。

２打 正しくリプレースしなかったことによるペナルティが付加されます。

24
接触して止まったボールのマークの仕方を教えてくださ
い。

カップから近い方のボールをマーク（目標物に対してボールの後ろに
マーク）して拾い上げ、カップから遠い方のボールから先に打つように
してください。（※ボールの位置には、ボールマーカーをカップ又は目
標物に対しボールの後ろに置いてマークしなければならない）

25
パットしようとしてボールのすぐ後ろに構えたらクラブ
ヘッドがボールに触れた。（ボールは揺れたが動かな
かった）

２打目以降で、プレーヤーがアドレスしたときに、クラブがボールに触
れた場合は、これをストロークとみなし１ストロークに数えます。
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P43
27条

P44
28条

P27
3条

P35
14条

11、集計

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
P30

7条

P28
4条

P30
８条

失格1
提出したスコアカードの、あるホールのスコアが実際の
スコアより少なかった。

26
グリーン上でボールの下にあった木の葉を取り除いた
らボールが動いた。

無
木の葉（動かせる障害物）を取り除くときに、ボールが動いてもペナル
ティはありません。ボールを元あったと思われる位置にプレースして、
プレーを続けます。

27
競技会で予備カップの蓋がずれていて、プレーのライ
ン上にあるため、同伴者の同意を得て、自分で修正し
てプレーをした。

２打

予備カップの蓋（動かせない障害物）は、明らかに元あったと思われ
る状態ではない場合、元あったと思われる状態に戻すことができま
す。
「明らかに」とは、蓋がずれて口が開いていたり、蓋がないことによっ
てボールがカップインしてしまうような状態をいいますが、この場合、
元に戻すのは、同伴者が行うようにしてください。なお、蓋が斜めに
なっている状態の場合には、明らかに異常な状態とはいえず、プレー
ヤーが打つ前に自分で直すとペナルティが付加されます。プレーヤー
がボールを打つ前に斜めになっている蓋を直したいときは、競技委員
を呼ぶべきです。（※後続のためにホールアウト後に蓋を直すのは問
題ありません）

28

カップに立っているピンが傾斜していて（管理者の不注
意や斜面のカップで発生するが・・）パットしたボール
が、カップとポールに挟まり（カランと）カップインしない
状態で止まってしまった。どうしたらよいでしょうか？

ボールが止まっている時点の状態（「カップの縁よりボールが少しでも
上に飛び出している」「ボール全体がカップ上端より下に沈んでいる」）
によって対応が異なり、ボールの全体がカップの縁よりも下に沈んで
いれば、カップインとみなされるので、カランという音がしなくてもボー
ルを取ってもＯＫです。また、ボールがカップの縁から少しでも上に飛
び出ていればカップインとは認められません。この場合は、ボールを
カップに沈める必要があります。

ボールがピンに接触しているときは、ピンを動かしてボールをカップイ
ンさせることができます。そのホールがプレー中で、ボールがピンに接
触していない場合は、委員会に確認せずにピンを直すとペナルティが

付加されます。
（※後続組のためにホールアウト後にピンを直すのは問題ありませ

ん）

29
芝が短く刈り込んであるグリーンで、クラブをボールの
すぐ後ろの芝の上に置いたら、ライの改善でペナルティ
と言われた。

無

通常のフェアウェイ、グリーン等の芝を短めに刈り込んである区域で
は、ストロークの際に芝が障害（打球時に芝がボールとクラブの打球
面の間に挟まる）になることはないと思われるので、クラブを軽く芝や
地面に置くことは問題ありません。

2
途中のホールでショートパットを外し、思わずカップイン
せずに拾い上げて来たことに気が付いた。

２打

そのままスコアを提出すると組全員が失格になります。ホールアウト
しなかったホールに戻り、あらためてカップインすればホールアウトを
認められます。※ボールを拾い上げたことによるペナルティが付加さ
れます。

3
競技大会終了後、プレーを終えてスコアカードを提出
後に練習グリーンでボールを打ってしまった場合は、ど
のような扱いになりますか。

無
スコア提出後については「練習ストローク」とはみなしません。スコア
提出後のストロークは、提出したスコアに影響せず、プレーオフがある
場合は委員会の判断になります。

プレーヤーは、自分のスコアの提出に責任を持たねばならず、実際の
打数より少ない申告をした場合、同伴者を含め失格になります。
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12、用具の検査

ＮＯ 質 問 ＆ 疑 問 付加打数 回 答 ＆ 説 明 規則
P28

5条

P28
2 ソールに鉛を貼ったクラブでストロークした。 失格 5条

P28
3 打球面に透明の保護シートを貼ってストロークした。 失格 5条

P28
5条

P28
5条

P28
5条

P28
5条

P28
5条

P28
5条

P28
5条

1
用具の基準が一部改正になったとき、改正前のクラブ
は使用できないのでしょうか？

以前のＩＰＧＡ認定品は、基準が改正になっても使用することができま
す。

改造したクラブを使用すると失格になります。（※クラブ、ボール、
ティーは日本パークゴルフ協会認定品でなければなりません）

4
グリップに手の位置を決めるための加工（削り）をした
クラブでストロークした。

失格

5
打球面を測定器具の平らな面に押し付けると、グリップ
側のシャフトが下がっている（グリップがついてしまう）
クラブでストロークした。

失格
ロフト角があるクラブは、違反クラブとみなされ使用できません。使用
すると競技失格になります。

6
グリップ交換したいが、シャフトの認定シールに、赤と
緑があるが、その違いを教えてください。

最近の認定シールは緑です。緑シールのクラブのグリップ交換は同じ
メーカーでのみ認められています。また、赤シールのクラブは、規定
の範囲内であれば他のメーカーのグリップでも取り替えが可能です。

7
ボールキャッチャー（ラバー製のボール拾い）をクラブ
に装着し、競技会に出場した場合、認められるか？

失格

ボールキャッチャーを取り付けたままプレーした場合は、改造クラブを
使用したことになり、競技失格になります。クラブの使用に当たって
は、滑り止めのテープや、目印のテープ等のほかは、いかなる付属物
も取り付けてはならないとされています。

8

公式大会において、自分のボールにシールを貼ってプ
レーした方がいます。他人のボールと間違わないよう
にマジック等で目印を付けている人はいますが、果たし
てこれも、その範疇なのでしょうか？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の目印は
よいが、それ以外は違反ボールだという人がいます。
見解をお聞かせください。

失格
ボールには、マジック等を使用して目印等を書くこと以外は認められ
ていません。シールなどを貼ると改造品として扱われます。マジックで
目印を書く場合には、対象の位置２か所に付けることを推奨します。

9
クラブに貼られたシールが剥がれそうになっていたの
で、邪魔なので剥がしてしまったが、大会で使用できる
か？

認定シールが貼られていないクラブは、公式大会で使用できません
（認定シールは、メーカーに再発行を依頼してください（有料））。また、
代わりのクラブを持っていない場合は、大会事務局又は第三者からク
ラブを借りてプレーしてください。

10

ボールの認定を表すクマゲラマークが消えているが、
メーカー名は分かる。そこのボールは認定されている
のだから、認定マークが消えていても公式大会に使用
してもよいのでは？

クマゲラマーク又はメーカー名のどちらかが確認できれば、そのボー
ルを公式大会で使用することができます。
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