
MAIN STAGE JOYX OPEN 2023 予選会実施要項
本戦は 7 月9日（日）会場：JOYX ゴルフ倶楽部上月コース 　兵庫県佐用郡佐用町上秋里 1061-4 (0790-86-1100)

2011 年4/2～
2017 年4/1

　　生まれの方

予選通過者には
賞金があります
　　 昨年の賞金例
（140 名参加）

1位 : 30 万円   
2 位 : 20 万円   
3位 : 10 万円   
7 位 :   6 万円   
10 位 : 3 万円
以降通過者には
賞金有り

予選会の日程
　[ 締切日 ]

17,000円

ツアープレーヤー
ティーチングプロ
研修生

通過人数

1998 年4/2～
2005 年4/1　　

                  生まれの方

5,000円5,000円 5,000円 7,000円 7,000円

1998 年4/1 以前　生まれの方

エントリーフィ

参加資格

備　考

26 名 1 名 ３ 名 ３ 名 各日ともに ３ 名（計６名）

プロの部
アマチュアの部

U12 U18 U25 一般U15

2008 年4/2～
2011 年4/1

　　生まれの方

2005 年4/2～
2008 年4/1

　　生まれの方

 4/25(火 )
[4/15 締切 ]

       [ シニア選手の特別通過枠 ]
　 
各予選会の予選通過者の内、
シニア選手が 1人も含まれない場合
　　　　　　↓
その予選会出場者の中から
成績最上位のシニア選手 1名が
本戦出場の権利を獲得

( 平日 ) 各 ７ 名

 5/27(土 )
[5/16 締切 ]

 ①4/26(水 )　　[4/15 締切 ]

②5/27(土 )　　[5/16 締切 ]
 ③5/26(金）　[5/16 締切 ]
 ②4/27(木）　[4/15 締切 ]

 ⑥6/6(火）   　[5/28 締切 ]
 ⑤6/5(月）   　[5/28 締切 ]

 ①4/26(水）　[4/15 締切 ]

※1968 年 4/1 以前 生まれの方は、「シニア選手」
　とします（組合せ表には印を表記します）

 ④5/27(土 )　　
[5/16 締切 ]

( 土曜日） ９ 名

 5/27(土 )
[5/16 締切 ]

 5/27(土 )
[5/16 締切 ]

MAIN STAGE JOYX OPEN 2023 のご案内
今年は、予選会の内容を一部変更して実施致します。変更点・Q&Aをまとめましたので
ご一読頂ければと存じます。なおエントリーの受付開始は 3月初旬を予定しております。



主な変更内容について

１．通過人数の変更
[～2022年]　部門ごとの通過人数

部門 U12 U15 U18 U22 一般 プロ

通過人数 1名 3名 3名 3名 47名 28名

[変更後]　部門ごとの通過人数

部門 U12 U15 U18 U25 一般 プロ （シニア特別通過枠）

通過人数 1名 3名 3名 6名 44名 26名 0～6名

↑

アマ一般の部において、シニア選手の通過者がいない場合（各回毎最大1名）

※シニア選手とは・・・2023年4月１日時点で55歳以上の選手 (2023年度の場合）

２．ティーイングエリアの一部変更（状況により変更有）
[～2022年]　本戦のティ箇所

3番　６３８Y→６０６Y 10番　４２０Y→３９０Y

[変更後]　本戦のティ予定箇所

3番　６３８Y→５６０Y 10番　４２０Y→３９０Y 1１番　２０３Y→１８９Y

３．シニア選手の特別通過枠の新設
アマチュア一般のシニア選手が対象

アマ一般予選会で、通過者にシニア選手が含まれない場合は、

シニア選手の上位1名を特別通過とする（各予選会で1名ずつ、最大6名）

４．プロ予選会の単独開催
[～2022年]プロ予選会およびアマ予選会を同日開催している

[変更後]プロ予選を単独開催、アマ予選は別途日程を設ける（計6回）

５．アマチュア一般の部の通過人数の固定
[～2022年]　各予選会で15%未満が通過確定。

全体で47名に満たない場合は参加人数の多い順から順次繰上げ。

[変更後]　（平日）各予選会の通過人数を７名、（土曜日）通過人数9名

５．U22の部からU25の部にクラス年齢変更
[～2022年]　1回開催し、通過人数3名

[変更後]　2回開催し、通過人数各回3名（計6名）



予選会の通過ルールについて

◎ U25の部
開催日 平日1回、土曜日１回の計２回開催

通過人数 各回3名

欠場繰上げ 各予選会毎に行う。ただし、設定日まで。

複数回参加 OK

アマ一般の部において、シニア選手の通過者がいない場合（各回毎最大1名）

◎ アマ一般の部
開催日 平日５回、土曜日１回の計６回開催

通過人数 ①（平日）各予選会で上位7名が確定
②（土曜日）予選会で上位9名が確定
③有資格者は除く

欠場繰上げ 各予選会毎に行う。ただし、設定日まで。

複数回参加 OK

◎ アマ一般の部（シニア選手の特別枠）
①各予選会で通過者に入らなかったシニア対象者の
　　成績最上位者
②有資格者は除く

欠場繰上げ 各予選会毎にシニア対象者で行う。
ただし、設定日まで。



Q&A
№1 Q: 「アマチュア一般の部」対象のシニア選手の特別通過枠とはどのようなものですか？

A: 各予選会毎にシニア選手の通過者がいなかった場合、シニア選手の参加者の中から

通過者以外の最上位者1名が本戦に出場できる特別枠です。

№２ Q: 特別通過枠の選手（シニア選手）とは、どの時点での年齢になりますか？

A: 大会年度の4月1日時点で55歳以上の選手が対象となります。

他の部門において4月1日時点での年齢を対象としているためこれに準じています。

本大会独自の出生日基準となる旨ご了承ください。

№３ Q: 例えば、第3回目のアマチュア一般の部の予選会にて、シニア選手が通過者に含まれて

いた場合、その予選会ではシニア選手の特別通過枠は適用されませんか？

A: はい。適用されません。

各予選会において通過者にシニア選手が含まれない場合に限り、

シニア選手の成績最上位者1名が特別通過枠での出場となります。

№４ Q: シニア選手の予選通過者がキャンセルした場合、繰上げ選手はどのようになりますか？

A: ①年齢関係なく、次点者が繰上げ選手となります。（1人目）

②通過者の中でシニア選手が1人もいなくなった場合、

シニア選手の最上位者（次点者）も特別通過枠での繰上げとなります。（2人目）

この場合は結果的に、合計2名が繰上げ選手となります。（ただし、設定日までとします）

№５ Q: シニア選手の特別通過枠で対象の選手がキャンセルした場合、繰上げはありますか？

A: はい。シニア選手の特別通過枠の最上位者（次点者）が特別通過枠の繰上げとなります。

（ただし、設定日までとします）

№６ Q: アマチュア一般の部の通過者の中にシニア選手がいなかった場合で、

通過者のA選手（30歳）のキャンセルにより、その予選会の次点者が

B選手（56歳）だった場合繰上げはどのようになりますか？

A: B選手が特別通過枠から正式通過者になります。

この場合、通過者にシニア選手が含まれますので、

シニア選手の特別通過枠は適用されなくなります。

№7 Q: 年齢を記入せずに申込を行うことはできますか？

A: できません。予選会の申込には、正しい生年月日の記入が必要です。

№8 Q: 年齢を間違えて又は偽って申込をし、対象年齢外のまま本戦進出となった場合は

どのようになりますか？

A: その旨が判明した時点で、本戦出場の権利は取消しとなります。

その場合は、正当な年齢対象者に繰上げが行われます。

（ただし、繰上げは設定日までとします）



№10 Q: シニア対象選手と表記されたくないのですが可能ですか？

A: できません。アマチュアはすべての部門で生年月日の対象部門に出場していただきます。

シニア対象選手は、組合せに対象選手であることを表記します。

№９ Q: 通過人数に満たない参加人数だった場合はどうなりますか？

A: その人数までが通過者となり、他の予選会からの繰上げ等は行いません。

№１０ Q: 2022年まではアマチュア一般の部の予選会毎に通過者の人数が変動していましたが、

2023年からは各予選会の参加人数に関わらず通過人数が決まっているのですか？

№１１ A: はい。

シニア選手の特別通過枠の導入に伴い、各予選会の通過人数は固定人数となります。

№１２ Q: ティーイングエリアの場所は、どの部門もフルバックティを使用しますか？

A: 原則はフルバックティですが、いくつかのホールは前方のティを使用する予定です。

年齢、性別を問わず、全ての選手が同一のティを使用します。

№１３ Q: 2022年まではアマチュアＵ２２の部がありましたが、対象年齢が変更されましたか？

A: はい。本戦通過者の年齢毎の成績および過去の通過割合を元に変更を行いました。

アマチュアＵ２２の部は、「アマチュアＵ２５の部」に変更し、通過人数を変更しました。

本大会は、「すべてのゴルファーに捧げる」をテーマの１つとしていますので、

幅広い年齢層が同じフィールドで競技できるように取り組んでいます。

№１４ Q: アマチュアＵ25の部は予選会が2回ありますが、2回出場できますか。

A: はい。2回出場することも可能です。

№１５ Q: アマチュア一般の部の予選会で、シニア選手の特別通過枠で通過した選手が、

別の日程の予選会に参加することはできますか？

A: はい。シニア選手の特別通過枠で通過した選手は、その時点から有資格者となります。

順位としては、その予選会の８番目(土曜日は10番目）の通過者扱いとなります。

より上位の成績を目指して、別の日程の予選会に参加していただくことは可能です。

※シニア特別通過枠で有資格となった後、別日程で正式通過順位相当であったとしても

あくまで参考記録であり、有資格となった日程での繰上げなどは有りません。

№１６ Q: 予選会通過順位は、本戦に影響しますか？

A: 本戦の組み合わせは、予選会の成績を考慮して行いますので、通過順位は影響します。

１度でも通過者（有資格者）となった選手は本戦に出場できます。

そのため、実力が発揮できず有資格者となった場合、別の日程の予選会に出場して、

有資格者として、更に上位の成績を目指して参加してもらうことも可能です。

仮に、有資格者として別の予選会で１位相当の順位となった場合は、

その予選会での順位には影響しませんが、１位相当の実力者として判断し、

本戦の組み合わせはその旨考慮して行います。

以上


