
NIPPON PARKGOLF ASSOCIATION
公益社団法人日本パークゴルフ協会

北海道中川郡幕別町宝町53番地1　TEL0155-54-2260  FAX0155-54-2204

2021.10.1 発行  「NPGA ニュース」

65
特別編集版

疑問はこれで解消!!

『事例集』を活用して

パークゴルフを

楽しくあそぼう

こんな時？

あんな時？

7

この広報紙は、スポーツくじ (toto・BIG) の
助成を受けて発行しています。



NPGAパークゴルフルール事例集
（2021.7.1更新版）について

　昨年3月、パークゴルフのルールを“よりわかりやすく”するためにパークゴル

フ規則を一部改正いたしました。改正に伴ってこれまでの事例集のQ＆Aの内容

を精査し、具体的な事例を追加しました。今回更新された事例集は、コロナ禍

の中で改正されたルールを学ぶ場、研修の場がせばめられたこともあり、いろ

いろな質問が当協会に届いた内容も反映し、編集されたものになっています。

　事例集を活用することにより、より多くのみなさんがパークゴルフのルール

を正しく理解し、パークゴルフを“楽しく”遊んでいただけるものになればと思い

ます。

　今回の65号事例集編は、コロナ禍において研修を受けづらい環境にあるため、

アドバイザーの方へも、配付します。

笑顔で　楽しくプレーを

　パークゴルフは青空のもとで、太陽と遊び、世代を超え
てさまざまな人がともに楽しむコミュニティスポーツです
のでいつも笑顔でプレーしましょう。
　パークゴルフが全国に広がったのは、プレーを楽しみな
がらコミュニケーションを深められるからです。おじいちゃ
ん、おばあちゃんが孫に教えていたり、親子などみんなが
笑顔でプレーしたおかげです。
　ゲームだから、競技だからと、とかく勝負ばかりにこだ
わると、パークゴルフのおもしろさは半減します。
　ささいなことでしかめっ面をしたり、ぐずぐずと愚痴を
いったりせずに、いつもなごやかな雰囲気をたいせつにし
ましょう。「コースに出るのが楽しみ」を合言葉にしたいも
のです。
〔日本パークゴルフ協会ホームページ　エチケット編より〕

パークゴルフのこころね（心根）

「勝負は二の次　なごやかに」
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１、スタート前
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

1 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。

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。 無

2
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。 無

3
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？

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。

4
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……

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。

5
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。

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。

２打 P30
8条

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？

※プレース
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。

P26
1条
33

※リプレース
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。

P26
1条
34

7
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？

プレー中に傘を差してもペナルティはありません。 無

２、ティーグラウンド
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

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。

無 P13

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。

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。

無 P13
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公益社団法人日本パークゴルフ協会　指導普及部

NPGAパークゴルフルール事例集
保存版

2021.10

1



NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

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。

無 P14

4 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。 滑り止めのスプレーを使うことは問題ありません。 無 P28

5条

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。

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） 無 P28

5条

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。

失格 P28
5条

7 30mmの高さのティーを使ってティー
ショットした。

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。

失格 P28
5条

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）
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）

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。

無
P28
5条

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。

無

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？

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。

２打 P28
5条

10 打順を間違えて打った。

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。 無 P14

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。

打数×
２打

P27
2条

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。

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。 無 P14

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。 P28

5条

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。

P31
9条

14 ティーアップしないで、１打目を打った。
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。

２打 P31
9条

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。

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。

無 P31
9条

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？

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。 ４打

P31
9条
P50
32条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

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。

２打 P31
9条

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。

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。 ２打 P31

9条

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。

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。 無 P31

9条

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？

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。 ２打 P31

9条

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。

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） ２打 P31

9条

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、ボールがティー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、再度ティーアップして、
ティーショットすることができます。

P31
9条

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。

P31
9条

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。

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。

無 P31
9条

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。

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。 無 P31

9条

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。

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。

２打 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。 空振りはストロークを行ったとみなしません。 無 P20

1条

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。

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。 無 P31
9条

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。

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。 無 P31

9条

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？

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）

無 P31
9条

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？

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。

無 P31
9条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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？

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。

無 P31
9条

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。

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。）

２打
P32
10条
P44
28条

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。

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。）

２打
P32
10条
P44
28条

35 ティーライン（白線）の上にティーアッ
プして打った。

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。 無 P31

9条

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。

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。）

２打 P32
10条

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。

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。

無 P31
9条

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。

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。 無 P31

9条

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。

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。

４打
（全員）

P33
12条

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
A ６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。

オナー
のみ2

打
P33
12条

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。

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。 無 P35

14条

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。

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。）

無
※貸し
てもら
えなけ
れば２

打

P33
12条

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。

P40
23条

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。

P43
26条

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。

P43
26条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

P43
27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。

P43
27条

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。

P33
12条

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。

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。

無 P44
28条

３、用具の破損
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

P28
5条

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。

P29
6条

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。

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。 ２打 P29

6条

４、フェアウェイ
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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？

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。

無 P14

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。

ライの改善となりペナルティが付加されます。 ２打 P35
14条

3 アドレスしていないのにボールが動いた。ペナルティなしで、止まった位置からプレーを続けます。 無 P38
20条

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。

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。 無 P35

15条

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？

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。 無 P35

15条

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。 ストロークとはみなしません。 無 P36

15条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

P35
15条

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。クラブヘッドで打つのであれば左右は関係ありません。 無 P36

15条

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。

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。 ２打 P36

15条

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？

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。

無 P50
32条

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。

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。 ２打 P36

15条

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）

P36
15条

13 プレーヤーがストローク直後、誤球に
気が付いた。

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。

２打 P37
16条

14 当事者同士がストローク直後、誤球に
気が付いた。

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。

双方に
２打

P37
16条

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。

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。

双方に
２打

P37
16条

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？

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。

２打 P37
16条

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。

無 P39
21条

18 アドレスしたが、風でボールが動いた。
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。

無 P38
20条

19 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。

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。 ２打 P39

21条

20 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。

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。 ４打 P39

21条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

21

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？

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。

２打 P39
21条

22
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。

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。

２打 P40
23条

23
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。

処置違反のペナルティが付加されます。 ２打 P39
21条

24

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。

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。

無 P39
21条

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？

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）

無 P39
22条

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。

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。

２打 P39
22条

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。

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。 無 P39

22条

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。

P42
25条

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。

P43
27条

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。

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。 無 P43

27条

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？

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。 無 P23

1条

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？

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。 無 P23

1条

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？

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。

無 P43
27条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

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。

２打 P43
32条

35 木の根元にボールが止まって打てない。

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。 １打 P52

33条

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。

３打 P40
23条

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）

P52
33条

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。

P53
34条

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。

P53
34条

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。

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。 無

P35
14条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。

２打

５、修理地＆カジュアルウォーター
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

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。 ２打 P44

28条

2
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……

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。

P45
29条

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。

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。

無 P45
29条

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。

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）

無 P45
29条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

P45
29条

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。

P45
29条

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。

P45
29条
P48
30条

8 修理地に入ったボールをそのまま打っ
た。

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）

２打 P48
30条

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。

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。

無 P48
30条

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。

P48
30条

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。

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。 無 P48
30条

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）

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。

無 P48
30条

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。

P45
29条
P48
30条

６、ラフ
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

33条

2

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。

P35
14条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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？

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）

無 P35
14条

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。

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。 ２打 P35

14条

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。

「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。

２打 P35
14条

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。

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。

無 P39
21条

7 ラフの中にある自分のボールを蹴ってし
まった。

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。

２打 P39
21条

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。

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。 ２打 P39

22条

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？

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。

２打 P41
24条

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。

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。

１打 P52
33条

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。

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。

P50
32条

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。

アンプ
レヤブ
ル１回
ごとに
１打

P52
33条

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？

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）。

１打 P52
33条

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。

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）。

１打 P52
33条

15
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。

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）

２打 P35
14条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

P52
33条

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。

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。

２打 P39
21条

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。 無 P35

15条

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。

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。

１打

７、OB＆ネット
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

P50
32条

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？

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。

無 P36
15条

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。

P22
P23
1条

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。

P23
1条

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。

P23
1条

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。

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） 無 P23

1条

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。

P27
2条

8 OB杭が邪魔なので抜いて打った。
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。

２打 P44
28条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

２打

P35
14条無

無

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。

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。 ２打

P35
14条
P36
15条

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？

ストロークを止めてもペナルティとなります。 ２打 P35
14条

12
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。

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）

２打 P36
15条

13
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。

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。 ２打 P36

15条

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？

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。

２打 P35
14条
P52
33条１打

15 ネットに囲まれた区域にボールが止まっ
た場合。

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。）

１打 P52
33条

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？

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。 ４打 P50

32条

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？

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。

P50
32条

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？

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。

２打 P50
32条

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。

P50
32条

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。

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。

４打 P50
32条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

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。

無 P35
14条

８、バンカー
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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？

マークをして拾い上げたボールは、拭くことができます。 無 P40
23条

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。

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）

２打 P35
14条

3
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……？

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。 無

P35
14条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。 ２打

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。

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。 ２打 P36

15条

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？

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。 無 P41

24条

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。

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。

無 P43
27条

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。

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。 無 P43

27条

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。

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。

無 P43
27条

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。

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。 無 P40

23条

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？

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。 無 P40

23条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

P45
29条

９、ウォーターハザード
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

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。 無 P35

14条

2 ウォーターハザード内の動いているボー
ルを打った。

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。

２打 P36
15条

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。

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。 無 P43

27条

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。

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。

無
P49
31条
P36
15条

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。

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。

１打 P49
31条

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？

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）

１打 P49
31条

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。

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。

３打 P49
31条

8 ボールがウォーターハザード内に入り打
てない。

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）

１打 P49
31条

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？

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。

１打 P49
31条

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。

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。

３打 P49
31条
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10、グリーン（カップ周り）
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

P19
1条

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。

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）

無 P39
21条

3 同伴者からOKが出たのでボールを拾い
上げた。

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。

２打 P28
4条

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。

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。 失格 P28

4条

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。

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。

２打 P28
4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？

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。

P36
15条

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。

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。

２打 P36
15条

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。

「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。

２打 P37
16条

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？

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。

P37
17条

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）

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。 無 P37

17条

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。

２打 P37
17条

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）

P38
19条

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。

P38
19条
P40
23条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

P39
21条

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。

P38
20条

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。

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。

無 P38
20条

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？

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。

２打 P39
21条

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。

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。

２打 P41
23条

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。

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。

無 P39
21条

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。

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。 無

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。

２打 P39
21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。

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。 無 P40

22条

21 打ったボールが同伴者の足に当たって
カップインした。

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。

無 P39
22条

22 同伴者がマークした位置から誤ってプ
レーした。

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。

２打 P41
24条

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。

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。 ２打 P41

24条

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）

P40
23条

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。

P35
15条
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NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

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。

無 P43
27条

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。

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）

２打 P44
28条

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）

P27
3条

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。

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。

無 P35
14条

11、集計
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

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。

失格 P30
7条

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。

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。

２打 P28
4条

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。

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。

無 P30
8条
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12、用具の検査
NO 質問＆疑問 回答＆説明 付加打数 規則

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。

P28
5条

2 ソールに鉛を貼ったクラブでストローク
した。

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）

失格

P28
5条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

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。

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。 失格 P28

5条

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。

P28
5条

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？

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。

失格 P28
5条

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。

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。

失格 P28
5条

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。

P28
5条

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。

P28
5条

2021.10
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NPGAパークゴルフ事例集は

今後も追加になる予定です

追加の部分は【NPGA NEWS】に掲載しますので

こちらに貼り付けてご利用ください
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ルール

アクション

ペナルティ 次　打

備　　　　　考
なし あり 元あったと

思われる所

ボールの
止まって
いる所

用
具
に
関
し
て

自分で重量を変えたクラブを使用した 競技失格
改造クラブは認めない

IPGA・NPGA 公認でない用具を使用した 競技失格

１ホール中にボールが傷ついたので誰にも断らずに取り替えて打った ● ● ペナルティを付加
同伴者の確認が必要

プ
レ
ー
ヤ
ー
の

責
任

トイレに行っている間にクラブを間違えられた ● 他のクラブに取り替えができるク
ラブの再検査が必要

少ないスコアを記入し提出した 競技失格

大会中に練習ストロークをした ● 次打にペナルティを付加

テ
ィ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
の
問
題

アドレス中にクラブがボールに触れ、ボールがティーから落ちた ● 再ティーアップして打ち直すこと
ができる

思いっきり打ったが、チョロをしてボールがティーグラウンド上に止まった ● 再ティーアップして打ち直すこと
ができる

ティーアップエリア外から打った ● ● ペナルティを付加

高さのあるティーマークの上にティーアップして打った ● ● ペナルティを付加

素振り中に、誤ってクラブがボールに当たりボールが飛んでいった ● ● 1 ストロークとして処理する

正規のティーグラウンド以外から打った ● ペナルティを付加して、正規の
ティーグラウンドから打つ

プレーの打順を誤った ● ● 前のホールでの成績順

方向を決めるため目印を置いて打った ● ● ペナルティを付加

２　

打　

目　

以　

降

アドレス中に風等によって動いた ● ● ストロークには数えない

アドレス中にクラブがボールに触れた ● ● 動いたとみなし 1 ストロークとし
て処理する

２打目の打順を間違えた ● ● ホールカップから遠い順

ボールに泥がついたので同伴者に宣言の上、マークして拾い上げて拭
いて打った ● ２打目以降は同伴者に宣言の

上、マークすることができる

ストローク中にネットに触れた ● ● ペナルティを付加

動かせる障害物を取り除こうとしたとき、ボールが動いた ● ● 動いたボールは、元あったと思
われる位置にプレースする

他人のボールを間違って打った ● ペナルティを付加
自分のボールを打ち直す

スイングに邪魔な枝を折って打った ● ● ペナルティを付加

ボールのライを改善して打った ● ● ペナルティを付加

不 

正 

打 

ち

クラブヘッド以外で打つ ● ● ペナルティを付加

正しいスイングで打たなかった ● ● ペナルティを付加

1 ストローク中に２回以上クラブヘッドにボールが触れた ● ● ペナルティを付加

自分のボールが止まる前に打った ● ● ペナルティを付加

カ
ッ
プ
周
辺

マークを自発的にした（カップから２クラブ以内）。 ● カップから２クラブ以内は宣言せ
ずにマークできる

同伴者のマークの位置から打った ● ペナルティを付加し、誤球と同
様の処置をする

カップのふちに止まったボール周辺の地面を振動させたらカップインした ● ● 止まっているボールを動かしたこ
とになり、ペナルティを付加

ボ
ー
ル
を
当
て
る

ボールを局外者によって止められ、または方向を変えられた ● ●

ボールを自分の体に当てた ● ● ペナルティを付加

ボールを同伴者に当ててしまった ● ● 周囲に気を付けて安全の確認

自分のボールを止まっている同伴者のボールに当てた ● ● 同伴者のボールは元あったと思
われる位置にプレース

そ
の
他

ストロークするときに動かせない障害物に触れそうな位置にボールがあっ
たのでアンプレヤブルを宣言した ● １打を付加し、カップに近づかな

い１クラブ以内にプレースする

ひとめでわかるルール早見表

パークゴルフオフィシャルガイドブック（2020.3.1発行）より、68-69頁を転載
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Ｐ
パークゴルフ

Ｇコンシェルジュを

めざして

ＮＰＧＡパークゴルフルール事例集

の活用法

NPGAパークゴルフルール事例集は、当協会ホームページで全ページを
閲覧することもできます。

「ＮＰＧＡパークゴルフルール事例集」冊子として、保管できます。

別冊として利用可能にするため、
事例集として独自にページ数をつけました。

〜

NIPPON PARKGOLF ASSOCIATION

公益社団法人日本パークゴルフ協会
〒089-0616　北海道中川郡幕別町宝町53-1　　TEL:0155-54-2260　FAX:0155-54-2204
E-mail:parkgolf ＠ ipga.jp　　URL　https://www.parkgolf.or.jp/

1993年に発行された「パークゴルフ　ルールと楽しみ方」（編者：国際パークゴルフ協会）の中に、パー
クゴルフについて次のような言葉がありました。（以下、抜粋）
「ルールはできるだけやさしく、はじめての人もプレーしながら覚えていくことができます。しかし、パー
クゴルフは単純そうで奥の深いスポーツです。上手になればなるほど実感するはずです。」
28年前に書かれた文とは思えないほど、「いま」へ通じる言葉です。「もっと上手くなりたい。ルールをち
ゃんと知っておきたい。」と思っているプレーヤー皆さんの元へ、この事例集が届くことを願っています。

編集
後記

抜き取ってご使
用

く
だ

さ
い

＊NPGAニュース“みんなのパークゴルフ”65号は、事例集20頁を含んだ全24頁の特別編集版です。
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