
 

　　　　　　

 

（１）受験申込み

＊WEBエントリー（受験資格による） ＰＧＡホームページよりエントリーが可能 URL:http://www.pga.or.jp

＊申込用紙のダウンロード ホームページより申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、ＰＧＡへ郵送。

＊申込書類の取り寄せ Ⅰ．下記①～⑥を明記し、FAXもしくは郵送（ハガキ）にて申込書類を取り寄せる。

①氏名（フリガナ）②生年月日③住所（郵便番号を必ず記入）④電話番号⑤職業⑥受験資格

Ⅱ．取り寄せた申込書類に必要事項を記入の上、ＰＧＡへ郵送

（２）受験料の入金 受験申し込みと併せて、受付期間内に受験料を払い込む。

【振込先】 みずほ銀行 虎ノ門支店 （普）No.1786197 公益社団法人 日本プロゴルフ協会

プレ予選 ２０２０年３月２日（月）～ ４月２３日（木）≪必着≫

１次プロテスト ２０２０年３月２日（月）～ ４月３０日（木）≪必着≫

２次・最終プロテスト ２０２０年３月２日（月）～ ５月２８日（木）≪必着≫

ＰＧＡ資格認定プロテストは、その年度中（２０２０年１月１日～１２月３１日）に

１６歳以上の者が受験できる。国籍は問わない。

申込受付期間

申 込 方 法

1. アマチュア資格は、プロテストに合格し、ＰＧＡへ入会した段階でその資格を失う。（詳しくはＪＧＡゴルフ規則参照）

2. アマチュア競技成績による受験資格者は、資格取得後１０年間以内に１回のみ受験可。複数のタイトルホルダーでも受験は１回のみとする。

3. エントリー手続きが締切日（必着）までに完了していない場合は、理由を問わず受験できない。

4. エントリー完了の確認を各自で行なうこと。ＰＧＡは郵便配達サービス等に関する責任は持たない。

5. 出場するプロテスト開催週「前週の金曜日１７：００迄」に意思表示された「辞退」については、受験料を返金する。但し、申し込み書類については返却しない。

6. 出場するプロテストの会場は、申し込み締切後、ＰＧＡが決定し通知する。

7. エントリー終了後の欠場は必ずＰＧＡまで連絡すること。無断での欠場者は、次年度の受験申し込みが出来ない場合がある。

8. ＰＧＡは、ＰＧＡ資格認定プロテストまたはＰＧＡティーチングプロ講習会の受験申し込みをした者が、コンプライアンス上の問題があるなどの理由で

最終的にＰＧＡ会員として受け入れることが困難であると判断した時は受験中のいかなる時点においても、その旨を示して受験を撤回するよう勧告

することがある。

9. キャディ、コーチ、通訳のコース内の帯同は不可とする。

10. 受験者は、受験申し込みに際し、広報、報道のため、または当協会の目的に反しない範囲で利用するために、写真、テレビ、映画、ラジオ、

その他の各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編集物（適正範囲の編集に限る）にかかる受験者の肖像権（収録物等にかかる受験者

の氏名・肖像を展示・通信・放送・上映により一般に公開し、あるいは、貸与し、頒布する等して他に提供する権利）を当協会に譲渡するのを

承諾することを要する。

実 施 規 定

◎個人情報取り扱いについて ◎

個人情報保護法に関する法令及びその他の規範を厳守し、受験希望者の個人情報については厳重に注意をはかり取り扱うように努めます。

使用目的：本プロテストにおける、案内発送および連絡のため。

【お問い合わせ・郵送先】

公益社団法人日本プロゴルフ協会 資格認証・教育普及部 資格認定プロテスト係

〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル2F TEL 03-5472-5502（直通） FAX 03-5472-7700

一律 ２０２０年３月２日（月）～ ６月３０日（火）≪必着≫
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受験資格 申し込み年度に１６歳以上の者（書類審査有・WEBエントリー可） ・・・・・【提出書類】 ： ＡＢＣＤＥＧＨ

※申込受付期間内に必要書類を提出し、受験料を払い込むこと。

※書類審査を行い書類に不備があった場合、審査不合格になるので十分に注意すること。

※出場会場は、原則として、現住所に近い会場へ割り振りを行う。

競技方法 ３６ホール・ストロークプレー

第１ラウンド（１８ホール）を終了し、１００ストローク以内の者が第２ラウンドへ進出する。

※悪天候により３６ホールを消化できない場合は、１８ホールに短縮し競技を成立する場合がある。

通過基準 競技終了時点で各会場上位者が１次プロテストへ進出する。

１次プロテストプレ予選 最終プロテスト

２次プロテストプレ予選

受験資格と実施概要 ◆受験資格別の【提出書類】については右ページ表 （ア）提出書類 を参照

最終プロテスト

受験資格 ①１次プロテスト通過者（１次プロテスト終了後、２週間以内に受験料を払い込むこと） ・・・・・【提出書類】 ： 無

②右頁（イ）に定める団体の２次プロテスト推薦に該当する者 ・・・・・【提出書類】 ： ＡＥＦ

③ＰＧＡティーチングプロ選考会による出場資格取得者 ・・・・・【提出書類】 ： ＡＥ

④アマチュア競技成績の該当者（書類審査有・WEBエントリー可） ・・・・・【提出書類】 ： ＡＢＣＤＥＧＩ

(１)日本学生ゴルフ選手権 ２位～３位 (４)全日本パブリックアマ選手権（現：全日本アマチュアゴルファーズ選手権） 優勝～３位

(２)日本アマゴルフ選手権 ２位～３位 (５)全国高等学校ゴルフ選手権 優勝者

(３)日本オープンゴルフ選手権 (６)日本ジュニア選手権 優勝者

ローアマチュアを除く決勝ラウンド進出者 (７)ＪＧＡナショナルチームメンバー

⑤その他ＰＧＡが承認した者（書類審査有） ・・・・・【提出書類】 ： 別途案内

※②～⑤資格者は、申込受付期間内に必要書類を提出し、受験料を払い込むこと。

※出場会場は申込み締切後、ＰＧＡが割り振りを行う。

競技方法 ５４ホール・ストロークプレー

※悪天候により５４ホールを消化できない場合は、３６ホールまたは１８ホールに短縮し競技を成立する場合がある。

通過基準 競技終了時点で各会場上位者が最終プロテストへ進出する。

受験資格 ①プレ予選通過者（プレ予選終了後、２週間以内に受験料を払い込むこと） ・・・・・【提出書類】 ： 無

②右頁（イ）に定める団体の１次プロテスト推薦に該当する者 ・・・・・【提出書類】 ： ＡＥＦ

③ＰＧＡティーチングプロ ・・・・・【提出書類】 ： ＡＥ

④前年度最終プロテスト出場者（書類審査有・WEBエントリー可） ・・・・・【提出書類】 ： ＡＣＤＥＧ

⑤アマチュア競技成績の該当者（書類審査有・WEBエントリー可） ・・・・・【提出書類】 ： ＡＢＣＤＥＧＩ

(１)日本学生ゴルフ選手権 ４位～１０位 (２)日本アマゴルフ選手権 ４位～１０位

(３)全日本パブリックアマ選手権（現：全日本アマチュアゴルファーズ選手権） ４位～１０位

⑥その他ＰＧＡが承認した者（書類審査有） ・・・・・【提出書類】 ： 別途案内

※②～⑥資格者は、申込受付期間内に必要書類を提出し、受験料を払い込むこと。

※出場会場は申込み締切後、ＰＧＡが割り振りを行う。

競技方法 ３６ホール・ストロークプレー

※悪天候により３６ホールを消化できない場合は、１８ホールに短縮し競技を成立する場合がある。

通過基準 競技終了時点で各会場上位者が２次プロテストへ進出する。

受験資格 ①２次プロテスト通過者（２次プロテスト終了後、２週間以内に受験料を払い込むこと） ・・・・・・【提出書類】 ： 無

②右頁（イ）に定める団体の最終プロテスト推薦に該当する者 ・・・・・・【提出書類】 ： ＡＥＦ

③ＰＧＡティーチングプロ選考会による出場資格取得者 ・・・・・・【提出書類】 ： ＡＥ

④アマチュア競技成績の該当者（書類審査有・WEBエントリー可） ・・・・・・【提出書類】 ： ＡＢＣＤＥＧＩ

(１)日本学生ゴルフ選手権 優勝者 (３)日本オープンゴルフ選手権 ローアマチュア

(２)日本アマゴルフ選手権 優勝者

⑤その他ＰＧＡが承認した者（書類審査有） ・・・・・・【提出書類】 ： 別途案内

※②～⑤資格者は、申込受付期間内に必要書類を提出し、受験料を払い込むこと。

競技方法 ７２ホール・ストロークプレー

第３ラウンド（５４ホール）までを終了し、５０位タイのスコアから１０ストローク以内の者が第４ラウンドへ進出する。

※悪天候により７２ホールを消化できない場合は、５４ホールまたは３６ホールに短縮し競技を成立する場合がある。

合格基準 ５０位タイまでの者とする。

１次プロテスト ２次プロテスト 最終プロテスト

１次プロテスト ２次プロテストプレ予選 最終プロテスト

２次プロテスト

１次プロテスト

プレ予選

プレ予選

１次プロテスト

開催中止のため

一律２次プロテスト

からの出場となります。

１次プロテスト

開催中止のため

一律２次プロテスト

からの出場となります。

開催中止

開催中止



◆東日本ゴルフ場支配人会連合会 ◆中四国プロゴルフ会

◆静岡県ゴルフ場協会 ◆九州プロゴルフ研修会

◆中部ゴルフ連盟支配人会プロ部会 ◆全日本ゴルフ練習場連盟(関東・関西・中四国・九州)

◆近畿地区プロゴルフ会 ◆中部ゴルフ練習場連盟

注）受験資格により提出書類が異なりますので、ご注意ください。

A ： 受験申込書 顔写真貼付 ４ｃｍ×３ｃｍ

※顔写真は本人であることがはっきりと分かるもの。背景は無地、帽子・サンバイザー、サングラス着用不可。

B ： 主な競技成績 （無き場合は最近ラウンドした過去５回のスコア及びコース名を記入）

C ： 保証書 (受験者が未成年の場合必須 ： 親権者もしくは親権者がいない場合は未成年後見人）

D ： 代理人身元確認書 (受験者以外の代理人が申込み手続きを行う場合必須 ： 日本在住かつ日本語対応が出来る方）

E ： 誓約書（すべての受験者必須）

F ： 推薦書

G ： 運転免許証もしくはパスポートのコピー （無い場合は住民票と保険証のコピー）

H ： レポート：自己ＰＲ（２００字程度）

I ： 競技成績を証明する書類 （成績表など、雑誌・新聞等でも可）

●プロテスト合格者は、下記への参加が義務付けられている。

これらの事業すべてに出席し、所定の手続き（※）を行った者をＰＧＡ会員として認める。

（※）入会手続き書類の提出、入会金納入等

新人戦（２Ｒ）

面接・筆記試験 （１日間）

入会セミナー （４日間） ・・・一般教養・ルール講習・トレーニング論等

●プロテスト合格者に対し、ＰＧＡや各地区プロ会が実施するイベントに、ボランティアとして参加を依頼することがある。

公益社団法人 日本プロゴルフ協会 資格認証・教育普及部 資格認定プロテスト係

〒１０５－０００２ 東京都港区愛宕１－３－４ 愛宕東洋ビル２F

TEL：０３－５４７２－５５０２（直通） FAX：０３－５４７２－７７００ E-mail：pro-test@pga.or.jp

（ア）提出書類 ★

（イ）推薦団体

（ウ）開催会場

（エ）その他



受験資格

‐

受験資格

①

②・③

④・⑤・⑥

受験資格

①

②・③

④・⑤

受験資格

①

②・③

④・⑤

※上記金額は全て消費税込

※別途プレーフィはかかります

※振込み手数料は各自ご負担ください

　　　　　◎その他必要な費用　　 入会金  ：  ４６０，０００円　

年会費  ：    ４５，０００円　（入会後）

プレ予選・１次プロテスト開催中止による２次プロテスト出場の方

受験料 書類審査料 振込金額

プレ予選

１６５，０００円 ５，５００円 １７０，５００円

１次プロテスト

受験料 書類審査料 振込金額

７７，０００円 ‐ ７７，０００円

１次プロテスト開催中止による２次プロテスト出場の方

１６５，０００円 ‐ １６５，０００円

１６５，０００円 ５，５００円 １７０，５００円

１６５，０００円 ‐ １６５，０００円

１６５，０００円 ５，５００円 １７０，５００円

２次プロテスト

受験料 書類審査料 振込金額

７７，０００円 ‐ ７７，０００円

　公益社団法人　日本プロゴルフ協会

最終プロテスト

受験料 書類審査料 振込金額

７７，０００円 ‐ ７７，０００円

【受験料振込先】

みずほ銀行　虎ノ門支店　（普）No.１７８６１９７

２２０，０００円 ‐ ２２０，０００円

２２０，０００円 ５，５００円 ２２５，５００円

受験料一覧


