2018 年度アジアンツアークォリファイングスクール
ファーストステージ
(72 ホール日程)

2018 年 1 月 3 日
タイ ラヨーン
タイ ラヨーン
タイ ラヨーン
タイ バンコク

— 2018 年 1 月 6 日
ラヨーングリーンバレーカントリークラブ
セントアンドリュース 2000
シルキーオークカントリークラブ
ウィンザーパーク GC（コース A&B）

ファイナルステージ
(90 ホール日程)

2018 年 1 月 11 日 — 2018 年 1 月 14 日
タイ ラヨーン グリーンバレーカントリークラブ
タイ ラヨーン セントアンドリュース 2000

エントリー締切日：2017 年 12 月 20 日(水)
1.

競技方法
クォリファイングステージは 2 ステージのストロークプレーで行います。

(A) ファーストクォリファイングステージ
ファーストステージは４コースで開催されます。申し込み者はコースを選択できます。
※自動的に最終ステージに進む申し込み者には適用されません。（免除資格については（B）項をご参
照ください。）
日 程
ファーストステージ
72 ホール日程
練習ラウンド

：
：

2017 年 1 月 3 日(水)－６日（土）
2017 年 1 月 1 日(月)－ 2 日 (火)

会 場
i)
ii)
iii)
iv)

タイ
タイ
タイ
タイ

ラヨーン
ラヨーン
ラヨーン
バンコク

ラヨーングリーンバレーカントリークラブ
セントアンドリュース 2000
シルキーオークカントリークラブ
ウィンザーパーク GC(コース A&B)

エントリー申込書に希望する会場を記入することができますが、これらは先着順と空き状況によって
決められます。
ファースト ステージは 72 ホール(4 ラウンド)のストロークプレーとなります。2 ラウンド（３６ホー
ル）終了後、上位 80 名タイが残りの 2 ラウンドをプレーします。各コースの第１次予選参加者が 100
名以下の場合、そのコースの予選通過者は 2/3（3 分の 2）となります。
ファイナルステージに進める選手の人数はトーナメントウィーク中に発表されます。最終予選通過ス
コアとタイの選手もファイナルステージに進みます。
(B) ファイナルステージ（90 ホール予定）
日 程
90 ホール日程
：2018 年 1 月 10 日(水)－14 日（日）
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練習ラウンド

：2018 年 1 月 8 日(月)－9 日（火）

ファイナルステージ 出場資格
※以下の資格に該当する選手はファーストステージは免除されます。
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

アジアンツアー1995 年以降の賞金ランキング 1 位者
2017 年度アジアンツアーの賞金ランキング 61‐95 位と 95 位タイの選手
アジアンツアー・トーナメントの 2004‐2016 年の優勝者
アジアンデベロップメントツアー2013‐2016 シーズンの優勝者
2017 年アジアンツアー賞金ランキングを基準に選ばれた国の選手
2017 年アジアデベロップメントツアー賞金ランキング 6 位から 35 位以内までの上位 15 名
US PGA ツアーおよびヨーロピアンツアーの 2017 年度賞金ランキング 125 位内の上位 5 人の選手
JGTO の 2017 年度賞金ランキング 70 位以内の上位 10 人の選手
オーストラリア PGA ツアー2017 年度賞金ランキング 30 位以内の上位 5 人の選手
南アフリカ（サンシャイン）ツアー2016/2017 年度賞金ランキング 30 位内の上位 3 人の選手
MENA ツアー2017 年度賞金ランキング 10 位内の上位 3 人の選手
カナダ PGA ツアー2017 年度賞金ランキング 10 以内の最上位の選手
ラテンアメリカ PGA ツアー2017 年度賞金ランキング 10 位以内の主力選手
2017 年シーズン終了時点でアジアンツアー生涯獲得賞金リストの 21～50 位の選手
アジアンツアー理事会の判断で推薦された選手
アマチュアゴルフ大会 a) アイゼンハワー・カップ b) ノムラ・カップにおける優勝者
2017 年 12 月 18 日時点で世界アマチュアゴルフランキング 10 位内の上位 3 選手
アジア太平洋ゴルフ連盟が推薦したアジア人の 3 選手

ファイナルステージは以下の会場で終了します：
i) タイ ラヨーン グリーンバレーカントリークラブ
ii) タイ ラヨーン セントアンドリュース 2000
ファイナルステージは 90 ホール（5 ラウンド）の予定となっています。最大 264 名の選手が 2 ラウン
ドをプレーします。36 ホール後には上位 140 位タイの選手が、残りの 2 ラウンドをプレーします。72
ホール終了後、上位 70 位タイの選手が最終ラウンドをプレーし 90 ホール終了後の上位 35 位タイが
2018 年度シーズンにランクインされます。
注意：2017 年アジアンデベロップメントツアーの優勝者は、そのカテゴリーでは唯一の予選免除者で
す。2017 年アジアンデベロップメントツアーの 2 位、3 位、4 位、5 位の選手はアジアンツアー予選会
カテゴリー上位 35 名タイの中の 2 位、4 位、6 位、8 位にランクされ、2018 年度アジアンツアー予選会
の上位 4 名の選手は同カテゴリーの 1 位、3 位、5 位、7 位にランクされます。
1 位にタイが生じた場合を除いて、タイのスコアは以下のスコアカード・プレーオフによってランクが
決まります。
最終スコアが (a) 36 ホール (b) 18 ホール (c) 9 ホール (d) 6 ホール (e) 3 ホール 依然としてタイの場合、ホ
ール・バイ・ホールによるプレーオフを行ない、18 番ホールからのカウントバック方式によりランク
が決定
1 位にタイが生じた場合、ホール・バイ・ホールによるプレーオフを行いランクが決定します。
５ラウンド完了出来るようあらゆる努力はしますが、やむを得ず４ラウンドしか出来ない場合はそこ
で結果が発表されます。４ラウンドも終了出来ない場合は、ファイナルステージの全てもしくはその
一部が再調整されることがあります。
2.

参加資格
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a) プロゴルファー
b) 出場する国のゴルフ協会が採用するハンディキャップシステムに基づくハンディキャップ 2
（最高 2.4）のアマチュアゴルファー
c) アジアンツアー予選会の申込には、年齢制限がありません。
注意：R&A Rules Ltd の管轄下では、アマチュアゴルファーがアジアンツアー予選会のどのステージに
エントリーしてプレーしても、所定の用紙に賞金獲得の権利を放棄する旨を記入し提出すればアマチ
ュア資格規則に違反することにはなりません。
しかし、アマチュアゴルファーがプロとして予選会に参加し、目標が達成出来なかった場合、アマチ
ュアとして再度復帰したいと希望するかもしれません。そのような申請があれば、アマチュア委員会
の考慮の対象となり、その決断が選手にとって唯一の予選会規則に対する違反である場合のみ、3 ヵ月
後にアマチュアに復帰できる可能性があります。
3.

参加費用
全参加者：US$2,000.00
この支払はファースト、ファイナル両方のステージエントリー費用です。
申込用紙はエントリー費用と共に送付してください。全額受領されるまでエントリーの手続きは行わ
れません。

4.

支払方法と支払通知
銀行振替もしくはクレジットカードのみの受付。銀行振替の場合、全ての銀行手数料は申込者のご負
担となります。下記は銀行振替の詳細：
：Asian Tour (Tournament Players Division) Pte Ltd
：260-356571-179
：The HSBC (Singapore) Limited
21 Collyer Quay #02-01 HSBC Building,
Singapore 049320
スイフトコード ：HSBCSGS2
チップス
：9548
振込先
口座番号
銀行名

支払を確認するために、申込者の名前が記載された銀行受領証を支払証明として参加申込書に添付し
送付してください。
参加申込用紙は必ずエントリー費用、そして（該当する場合は）ハンディキャップ証明書と共に送付
してください。
エントリー申込用紙の送付先
Asian Tour, Entries Department, Lot 1.01A, Block B, Wisma Goodyear, Kelana Centre Point, No 3, Jalan SS 7/19,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
電話： (603) 7880 3714
ファックス：(603) 7880 1141
メール：Q-School2018@asiantour.com

5.

締め切り日
応募締め切りは 2017 年 12 月 20 日 17:00（マレーシア時間）です。
注意：推薦国の免除選手も締め切り日時前までに提出してください。2017 年度賞金を獲得した免除選
手または新しい推薦選手も同様です。
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2017 年度アジアンツアー賞金獲得者は 2017 年度の最終トーナメント後に決定します。この時点で 61 位
から 95 位にランクされている選手は免除の対象となりますが、申込書は締め切り日までに提出する必
要があります。
6.

欠場
欠場する場合は必ずアジアンツアー・エントリー部に連絡してください。
a. 2017 年度の賞金を獲得し、予選会から免除の対象となった選手は全額払い戻しとなります。
b. 締め切り日前に欠場を申し出た選手には US$1,850 払い戻します（US$150 は手数料として頂きま
す）。
c. 締め切り日の後に（如何なる理由であれ）欠場を申し出てプレーしなかった選手には US$1,500 を払
い戻します（US$500 は運営費および手数料として頂きます）。
d. 病気のため欠場した選手には、医者からの正式な診断書を同封した場合、US$1,800 を払い戻します。
（US$200 は手数料として頂きます）。
e. 通知なくティーグラウンドに現われなかった選手には、払い戻しは一切行いません。また事情によ
っては懲戒処分も免れません。一度ティーオフした選手には、エントリー費用の払い戻しは行い
ません。

7.

エントリー/予選会場受理通知
申し込みが受理（関係書類とエントリー費用全額の受領後）されると、申込者には E メールでエント
リー確認書が送付されます。予選会のステージごとの締め切り日（第 5 項、締め切り日を参照して下
さい）が過ぎると、それぞれのステージでプレーする選手には割り当てられる会場の通知が該当する
ステージの詳細情報と共に送付されます。
アジアンツアーは会場割当ての通知日時に関し、責任を負いません。申し込み者が責任を持って自身
のエントリー資格に見合った予選会場や日時を確認してください。
会場割当てはアジアンツアーの判断で行われます。一度割り当てられた会場が変更されることはあり
ません。

8.

約款
アジアンツアーは上記の競技方法、プレーの条件や予定などを変更し、いかなる時も（ファーストス
テージ中も含む）エントリー申し込みを却下する権利を有します。現在または過去の予選会も含め、
プロらしからぬ行為や、やる気のない試合運びなどはエントリー申請の却下理由になることがありま
す。
下記署名者が2018年アジアンツアー予選会トーナメントのエントリー申込者となります。アジアンツ
アーおよびアジアンディベロプメントツアーの会員であったとしても、アジアンツアーは申込者に対
し合理的な基準（品性、行動、金銭的責任など。ただし必ずしもこれらに限定されない）を適用する
権利を有します。また、アジアンツアーは会員の申請を受理するか否かの決定をいかなる理由であれ
下すものとします。

9. クラブとボールの仕様
(1) クラブとボールの仕様
(a) 適合ドライバーヘッドリスト
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選手が使用するドライバーは R&A が発行した現在の適合ドライバーヘッドリストに載っているモデル
とロフトで確認されるクラブヘッドでなければならない。規則を破った場合、ペナルティとして失格
の理由になります。
・違反したクラブを持ち運んだがストロークは行ってない場合は違反があった
各ホール 2 打の罰。但し 1 ラウンド最高 4 打まで（違反のあった最初の 2 ホールに各 2 打の罰）
・違反したクラブでストロークした場合は失格の理由となる
(b) 溝規制 (事項第 4 条 1/1 項)
プレーヤーは、2010 年 1 月 1 日より定められた、ゴルフ規則に記載された溝規制に従わなければなら
ない。規則を破った場合、ペナルティとして失格の理由になります。
・違反があった各ホールに対し 2 打。但し 1 ラウンドにつき最高 4 打まで（違反のあった最初の 2
ホールに各 2 打の罰
・ホールとホールの間で違反が発見されたときは、次のホールのプレー中に違反が発見されたもの
とみなされ、罰はそれに応じて適用されなければならない。
・違反したクラブでストロークをした場合は失格の理由となる
(c) ボールの仕様（規則 5-1）
(i) 適合ゴルフボールリスト
「選手が使用するボールは R&A が発行した現在の適合ゴルフボールリストに載っているボールでなけ
ればならない。」
・ストロークプレー中に違反した場合は失格の理由となる
(ii) ワン•ボール•コンディション
「プレーヤーは規定のラウンド中、現在の適合ゴルフボールリストにのっている、同ブランドの同モ
デル 1 種類を使用しなければならない。（例外：この条件は、プロまたはアマチュア選手がプレトー
ナメントのプロアマや、許可を受けたワン・デイ・イベント、又は、主なプロアマトーナメントでア
マチュア選手がプロ選手とパートナーを組んでプレーする際は、適用されません。）
・ストロークプレーでの罰則：違反があった各ホールに対し、2 打。
但し 1 ラウンドにつき最高 4 打まで（違反のあった最初の 2 ホールに各 2 打の罰）
磨耗と改変
新品の時は規則と一致していたクラブも通常の使用で磨耗します。クラブのどの部分でも故意に変造
した場合、そのクラブは新品とみなされ規則と一致させなければなりません。
10. 交通
アジアンツアーのウェブサイトをご参照ください。
11. その他注意事項
プロにふさわしくない行動: 選手はプロとしての自覚を持ち行動してください。
服装: 選手はツアー規程に定められたよう、常に整然とした服装および身なりを心がけること。又、ゴ
ルフ場やトーナメント会場で行われる催事においてプロの選手として任務を遂行しなければなりませ
ん。
練習ラウンドまたはトーナメントラウンド内でデニムタイプのジーンズおよび T シャツの着用は禁止
されています。常にゴルフクラブのドレスコードおよびクラブハウス規則に遵守してください。
12. 新しいメンバーに対するセミナー: 新しいメンバー全員（最終戦に出場する資格を有するメンバー）は
セミナー参加が必須となります。セミナーは、2018 年 1 月 13 日（土）に開催され、規則および規定、慣習、
会員事項などについてお知らせしますので、必ず参加してください。
13. メディア・プロフィール・フォーム: 最終戦でプレーする選手は全て記入してください。
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THE 2018 ASIAN TOUR
QUALIFYING SCHOOL
APPLICATION FORM
(Please return this section only)

2018 年度アジアンツアー
予選会
申込用紙
（申込用紙のみご返送ください）
PLEASE PRINT NEATLY OR TYPE
読みやすいようきれいに入力をお願い致します。またはタイプでご記入ください。

1.

NAME:
(FIRST) 名前

(MIDDLE)ミドルネーム

(SURNAME/FAMILY
NAME) 名字

2.

HOW WOULD YOU LIKE YOUR NAME TO BE PUBLISHED IN THE DRAW?
試合に出場の際は名前、ミドルネーム、名字のうちどの名前を使用されますか？

3.

NATIONALITY (passport holder) (if UK please specify ENG, SCOT, WAL, IR or NIR)
国籍（パスポート保持者の国籍）（英国国籍の場合、ENG, SCOT, WAL, IR または NIR のいすれかをご記入下さい。

4.

CLUB / ATTACHMENT
所属クラブ

5.

MAILING ADDRESS (for correspondence)
住所（連絡用）

6.

CITY AND COUNTRY OF RESIDENCE
居住国と都市名

7.

CONTACT TEL NO: (including international dialling codes) 電話番号（国際コードも記入）
Home
自宅

8.

Cell/Mobile
携帯電話

EMAIL ADDRESS (valid e-mail address)
E メールアドレス（現在使用している有効なメールアドレス）
(IMPORTANT Note: The venue allocation will be e-mailed to you)

（重要事項：割り当てられたプレー会場はメールでお知らせします）
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ンコク、

9.

DATE OF BIRTH
生年月日

Click here to enter a date.

10.

INFORMATION その他の情報
or an
amateur?
アマチュア選手ですか？

Are you a professional?
プロ選手ですか？

If Amateur-Current Handicap
Certificate Enclosed?
アマチュアの場合、ハンディキャップを記入して下さい。また証明書は同封していますか？
Of which PGA are you a member?
どちらの PGA メンバーですか？
Have you played in QS before and when?
予選会でプレーしたことはありますか？それはいつごろですか？
11.

希望参加ステージ
I WISH TO ENTER VIA:
First Stage, Janury 3-6,2018、ファーストステージ、2018 年 1 月 3 日～6 日
i)
Rayong Green Valley CC, Rayong, Thailand
タイ ラヨーン ラヨーングリーンバレーカントリークラブ

ii)
St.Andrews 2000, Rayong, Thailand
ウィンザーパーク＆ゴ タイ ラヨーン セントアンドリュース 2000
iii)

Silky Oak Country Club, Rayong, Thailand
タイ ラヨーン シルキーオークカントリークラブ

iv)

Windsor Park & Golf Club (Course A & B), Bangkok, Thailand
タイ バンコク ウィンザーパーク＆ゴルフクラブ（コース A&B）
st
nd
(Please insert 1 , 2 & 3rd for your preferred course. There will be no guarantee that venue requests will be honoured.
Venue allocations will not be confirmed until the day after the close of entries.
（希望するコースを希望する順番に 1,2,3 と□に記入をして下さい。会場リクエストのご希望にそえな
い場合もございます。会場割り当ては参加申し込み締め切り日後に確認できます。
12.

13.

EXEMPTIONS 免除資格者
I am eligible to the Final Stage under category:
私は下記のカテゴリーに該当することから最終ステージへの資格があります。
a

b

c

d

e

n

o

p

q

r

f

g

h

i

j

k

PAYMENT METHOD 支払い方法
I am paying by
支払いは

Bank Transfer
銀行振替

Credit Card
クレジットカード

Note: Bank charges for bank transfers are to be borne by the applicant
注: 振込手数料は申込者のご負担となります
Credit Card Information – ONLY VISA & MASTER ARE ACCEPTED (NO AMEX CARD)
クレジットカードの支払について－VISA & MASTER のみ使用可(AMEX は不可 )
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l

m

Type of Card
Visa
Master
クレジットカードの種類
Card Holder’s Name:
カード名義人
Card No
カード番号
*Card Verification Code

*The Card Verification Code is a 3 digit code which normally appears as the last 3 numbers

on the signature strip of a credit card.

カードセキュリティ番号＊カードセキュリティ番号は、通常カードの裏側の署名欄に記載されている３桁の数字です。
Valid From Click here to enter a date.
有効開始日

Expiry Date
有効期限

Click here to enter a date.

Amount : USD 2,000.00 参加料 USD2,000.00
Cardholder’s Signature (as it appears on the card) :
カード名義人の署名

Date :
日付

Click here to enter a date.

REMINDER – your entry will not be processed until your full entry fee has been received and banked.
注意事項－エントリー費用を全額受領するまではエントリー手続きは始めません.
I acknowledge the sole authority of the Tournament Committee and Board of the Asian Tour to establish the Qualifying School
Rules and Conditions as published in this application for entry and agree to abide by these and any amendments made by them or
persons acting with their authority, that may from time to time be made.
I accept that I will abide by the decisions of the Tournament Committee, Board of Directors, Chief Executive Officer, Director of
Tour Operations or other authorised person.
I certify that I will conduct myself in accordance with the Code of Behaviour of the Asian Tour as specified in the current Asian Tour
Members General Regulations Handbook. Copies are available from Asian Tour HQ in Singapore and Operations Office in
Malaysia or from the Tournament Office at the Qualifying School venue.
私は、アジアンツアーのトーナメント委員会および理事会がこの申込書に公示された予選会の規則や条件
を制定する独占的権限、そしてこれらの規則や時折委員会もしくは一人の委員が権限を行使して修正する
可能性のある規則を遵守することに同意します。
私は、トーナメント委員会、取締役会、常勤会長、ツアーオペレーション責任者およびその他の権限保持
者の決定事項を遵守いたします。
私はアジアンツアーメンバの一規程に明記されたアジアンツアーの行動基準に従って振る舞うことを約束
します。ツアー規程はシンガポールのアジアンツアー本部あるいは、運営オフィスのマレーシア及び予選
会会場の大会本部で入手が可能です。
Applicant’s Signature

Date :

申込者の署名

日付

Click here to enter a date.

エントリーチェックリスト
以下の書類が同封されているかご確認ください
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a.

ハンディキャップ証明書（アマチュア選手の方のみ）

b.

送金依頼通知書（銀行振替を指定した場合）

以下の点にご留意ください

a. エントリー費用と（必要に応じて）ハンディキャップ証明証が届かない限り、エントリーは認
められません。
b. エントリー締切日から 2 日後に会場割当てが確認できます。
c. エントリー申込用紙の記入漏れ、誤りまたは判読不可能な箇所があった場合、又は無資格の場
合はエントリー申込用紙は無効となります。
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