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序文 

これらの規則は、2012年6月にハンガリー、ブタペストで開催された第1回フットゴルフ・ワールドカッ

プ規則の改訂版である。2013年11月現在のFIFG全加盟国がプレーの規則に対する意見や選択肢を規定す

るために召集。FIFGは選択肢を個別に議論、見直し、また検討し多数決で同意された場合に規則は改定さ

れた。 

 
選択肢が多数決により同数となった際は、理事会により最終決定が下された。この過程に

関わったFIFGの加盟国とその会長は下記の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この規則は、章に分類され各章は項から成り、その項は競技の状態となることがある。規則が繰り返されて

いるように見えるものは、それらの規則がある競技の状態になった場合と関連しているためであり、規則を

解釈する時は、章の題を確認し、それから状況に関する規則を確認するべきである。 

 

この規則において英語版と本日本語版との間に矛盾が生じた場合、英語版を優先するものとする。 
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フットゴルフ 

フットゴルフの主な目的は、68cm未満また70cm以上

ではなく、試合開始時に重さが450gを越えず410g未満

になっていないボールを、ティーグラウンドとされる

平坦なエリアから可能な限り少ないキック数で、少な

くとも50m先に設置された直径50～53cm、深さ30～

40cmのカップに入れることである。 

プレーヤーは、そのプレーヤーが試合の規則と適切

な知識、そしてゴルフとフットゴルフで使用される

定義や表現の適切な解釈を保持していることを確認

する責任がある。 

委員会 

「委員会」とは競技を管理する委員会であるか、競技

に関する問題でない場合にはコースを管理する委員会

をいう。 

レフェリー 

「レフェリー」とは事実問題を判定し規則を適用する

ために委員会によって任命された人をいう。レフェ

リーは報告を受けたものも含めすべての規則違反につ

いて対応しなければならない。レフェリーは旗竿に付

き添ったり、ホールの近くに立ったりホールの位置を

示したり、球を拾い上げたり球の位置をマークしたり

するべきではない。 

競技者 

「競技者」とはストローク競技のプレーヤーをいい、

「同伴競技者」とは競技者が一緒にプレーする人をい

う。どちらも互いのパートナーではない。フォアサム

とフォアボールのストロークプレー競技では、文意上

許されれば、「競技者」や「同伴競技者」という語の

中にそのパートナーを含む。 

パートナー 

「パートナー」とは同じサイドの味方のプレーヤーを

いう。スリーサムやフォアサム・ベストボール・フォ

アボールのプレーでは、文意上許されれば、プレー

ヤーという語の中にそのパートナーを含む。 

マーカー 

「マーカー」とはストロークプレーで競技者のスコアを記

録するよう委員会によって指名された人をいい、マーカー

には同伴競技者がなることもできる。マーカーはレフェ

リーではない。 
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1. ゲーム 

1-1 通則 

フットゴルフゲームは、規則に従って1つの

球を人の足（キック）を使ってティーイング

グラウンドからプレーし、1回または連続す

る複数回のキックでその球をホールに入れる

ことから成る。 

1-2.球の動きへの影響 

プレーヤーは、ボールの状況や動きに影響を与えるた

めに何もしてはならない。ただし、そのプレーヤーが

有効な規則の下でそれをする場合を除く。これは自然

の障害物か動かせる障害物を意味することができる。 

※規則1-2の違反の罰は、マッチプレーではそのホール

の負け、ストロークプレーでは1打か2打罰となる。規

則1-2の重大な違反となる場合、委員会は競技失格の罰

を課すことができる。 

注：この規則の違反となる行動が、そのプレーヤーま

たは他のプレーヤーが著しい利益を得ることを許すこ

とになったり、または自分のパートナー以外の他のプ

レーヤーに著しい不利益を与えることになったと委員

会が判断した場合、そのプレーヤーに規則1-2の重大な

違反があったものとみなされる。 

1-3.合意の反則 

プレーヤーは、規則の運用を排除することや受けた罰

を無視することに合意してはならない。もしプレー

ヤーが、他のプレーヤーの権利に関わる規則を全うす

ることを進んで行わない場合は、プレーヤーは競技か

ら失格させられる。 

規則1-3の違反の罰は： 
マッチプレーでは両サイドとも競技失格、ストロークプレー
では関係競技者だけ競技失格。  
 
1-4.適用できる規則がない場合 

規則に関する争点について適用できる規則がないときは、

公正の理念に従って裁定がなされるべきである。 

2. ストロークプレー 

2-1. 通則：優勝者 

ストロークプレー競技は競技者が1または複数の既定の

ラウンドの各ホールを終了し、各ラウンドに対する各

ホールのグロススコアが書かれたスコアカードを提出す

ることによって成立する。各競技者はその競技の他のす

べての競技者に対して競技することになる。1または複

数の規定のラウンドを最も少ないキック数でプレーした

競技者が優勝者である。ハンディキャップ競技では、1

または複数の規定のラウンドで最小のネットスコアの競

技者が優勝者となる。 

2-2. ホールアウトの不履行 

ホールアウトしなかったホールがあり、その誤りを競

技者が次のティーインググラウンドからキックをする

前に(ラウンドの最終ホールでは、そのパッティング

グリーンを離れる前に)訂正しなかったときは、その

競技者は競技失格となる。 

2-3.  一般の罰 

ストロークプレーでの規則違反の罰は2キック。ただ

し、別の定めがある場合を除く。 

フットゴルフ規則集  
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3.マッチプレー 

3-1.  通則 

マッチは、委員会が別の定めをしている場合を除き、

既定の1ラウンドを一方のサイドが他方のサイドを相手

にプレーすることから成る。マッチプレーでは、ゲー

ムは各ホールごとに行われる。規則に別の規定がある

場合を除き、少ないキック数で自分サイドの球をホー

ルに入れたサイドがそのホールの勝ちを得、ハンディ

キャップマッチでは少ないネットスコアのサイドがそ

のホールの勝者となる。マッチの状態は「何ホール

アップ」(タイの場合には「オールスクエア」)で「何

ホール・ツー・プレー」という言い方で表わす。一方

のサイドのアップホール数が残りのホール数と同じ数

になったとき、そのサイドは「ドーミー」である。 

3-2.  ハーフのホール 
両サイドが同じキック数で球をホールに入れた(ホール
アウト)場合、そのホールはハーフである。プレーヤー
の球はすでにホールに入っており、一方、相手はハーフ
とするのにあと1キックを残していた場合、プレイヤー
がホールアウト後に罰を受けたときは、そのホールは
ハーフとなる。 

3-3.  マッチの勝者 

一方のサイドが残りのホール数よりも多く勝ち越した

時に、マッチはそのサイドの勝ちである。タイの場合

には、委員会は、マッチの勝ちが決まるのに必要な数

だけ、正規のラウンドを延長することができる。 

3-4. マッチやホール、次のストロークのコン
シード 

プレーヤーは、マッチを始める前であろうと終える前で

あろうと、いつでもそのマッチをコンシードすることが

できる。プレーヤーは、1ホールのプレーを始める前であ

ろうと終える前であろうと、いつでもそのホールをコン

シードすることができる。プレーヤーは、相手の球が止

まっていれば、いつでも相手の次のキックをコンシード

することができる。その場合、相手の球は次のキックで

ホールに入ったものとして扱われ、その球はどちらのサ

イドが取り除いても構わない。コンシードは、辞退する

ことも、取り下げることもできない。 

3-5.  処置についての疑問；紛議とクレーム 

マッチプレーで処置についての疑問や紛議がプレー

ヤー間に生じた場合、プレーヤーはクレームを出すこ

とができる。委員会から正式に権限を与えられている

人が合理的な時間内にその場に現われない場合、関係

プレーヤーはプレーを遅らせることなくマッチを続け

なければならない。委員会は、クレームが適時に出さ

れ、クレームを出しているプレーヤーがクレームを出

したときに次の点を相手に告げている場合に限り、そ

のクレームを取り上げる。 

(i)クレームを出した事実。 

(ii)その状況の事実。 

(iii)争点の決定を受け入れるプレーヤーの意思 

クレームは、マッチプレーのどちらかのプレーヤーが

次のティーインググラウンドからプレーする前である

か、最終ホールの場合は、そのマッチのプレーヤーが

パッティンググリーンを離れる前に告げなければなら

ない。 

そのクレームがクレームを出しているプレーヤーが事

前には知らなかった事実によるものであり、かつ、そ

のプレーヤーが相手から誤報を与えられていた場合を

除き、ホールアウト後のクレームは委員会によって取

り上げられることはない。 

マッチの結果が一度公表されたあとは、クレームは、

相手が故意に誤報を与えていたことを委員会が公表し

た場合を除き、委員会によって取り上げられることは

ない。 

3-6.  一般の罰 

マッチプレーでの規則違反の罰は、そのホールの負け。た

だし、別の定めがある場合を除く。 

フットゴルフ規則集  

www.fifg.org 

© Federation for International FootGolf 2014. All Rights Reserved. 

8 

http://www.fifg.org/
http://www.fifg.org/
http://www.fifg.org/


 

 

 

 
 

© Federation for International FootGolf 2014. All Rights Reserved. 

4.ハンディキャップ 

a.  ストロークプレー 

ハンディキャップ競技では、競技者は、毎ラウンド、

委員会にスコアカードを提出する前に、スコアカード

に自分のハンディキャップが記入されていることを確

認しなければならない。提出されたスコアカード(規

則6-1b)にハンディキャップの記入がない場合や、記

入されたハンディキャップが認められているものより

も多くそのために受けるハンディキャップキック数に

影響した場合には、競技者は競技失格となる。それ以

外の場合には、提出されたスコアはそのまま有効であ

る。 

（注）ハンディキャップストロークを与えたり受ける

ホールを知っておくことは、プレーヤーの責任である。 

b.  マッチプレー 

ハンディキャップ競技では、マッチを始める前に、プ

レーヤーは互いにそれぞれのハンディキャップを決め

るべきである。プレーヤーがそのプレーヤーに認めら

れるハンディキャップよりも多いハンディキャップを

宣言した上でマッチを始め、このことが与えたり受け

るキック数に影響した場合、そのプレーヤーは競技失

格となる。それ以外の場合には、プレーヤーは宣言し

たハンディキャップでプレーしなければならない。 

5.スタート時間と
組み合わせ 

b. 組み合わせ 

ストロークプレーとマッチプレーでは、競技者は委員

会の決めた組み合わせのままでそのラウンドを終えな

ければならない。ただし、委員会がその変更を事前か

事後に承認した場合を除く。 
 
規則5-1aの違反の罰は 
FIFGの試合では、委員会が遅れることに関する正当な理由
（注を参照）を確認しスタート時間から15分以内にプレー
ヤーをスタートさせない場合を除き競技失格となる。その
他の試合は、ローカルルールが採用される。 

注： 

プレーヤーが自分のスタート時間後15分以内に

プレーできる状態でスタート地点に到着し、競

技失格を却下できる理由がもたらされるときは、

委員会は、時間通りにスタートしなかったこと

に対する罰をマッチプレーでは最初のホールの

負け、ストロークプレーでは最初のホールで2

キックとする競技の状況を確かにする。 

フットゴルフ規則集  
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5.1  スタート時間と組み合わせ 

a.  スタート時間 プレーヤーは、委員会が決めた時間
にスタートしなければならない。 
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6.その他の規則 

1. ストロークプレーの結果の記録 

a.スコアの記録 

各ホールのプレーを終えたあと、マーカーは競技者

にそのスコアを確かめて記録すべきである。また、

ラウンドを終わり次第、マーカーはスコアカードに

署名して競技者に渡さなければならない。複数の

マーカーがスコアを記録した場合には、それぞれ受

け持ちの部分に対して署名しなければならない。 

b.スコアカードの署名と提出 

ラウンドを終えたあと、競技者は各ホールにつき自

分のスコアを確かめ、疑問点があれば委員会に質問

して解決すべきである。競技者は、マーカー、ある

いは複数のマーカーがスコアカードに署名している

ことを確かめ、競技者自身もスコアカードに署名し、

できるだけ早くスコアカードを委員会に提出しなけ

ればならない。 

規則6-1bの違反の罰は競技失格。 

c.スコアカードの変更 

競技者がスコアカードを委員会に提出したあとは、

その記載内容の変更は一切認めない。 

d.スコアの誤記 

競技者は、自分のスコアカードに記入された各ホール

のスコアが正確であることについて責任がある。競技

者があるホールのスコアを真実のスコアよりも少なく

申告した場合、その競技者は競技失格となる。競技者

があるホールのスコアを真実のスコアよりも多く申告

した場合は、そのホールのスコアは申告どおりとする。 

（注）委員会は、スコアの加算とスコアカードに

記入されたハンディキャップの適用について責任

がある。 

6.2. 不当の遅延；スロープレー 

プレーヤーは不当に遅れることなく、委員会がプレー

のペースについてのガイドラインを決めているときは

それに従ってプレーしなければならない。なお、1ホー

ルのプレーを終えたあと次のティーインググラウンド

からプレーするまでの間も、プレーを不当に遅らせて

はならない。 

規則6-2の違反の罰は、 
1）マッチプレーではそのホールの負け。スト
ロークプレーでは2キック。 
2）その後更に同じ違反があった場合は競技失格。 

（注1）プレーヤーがホールとホールの間

で不当に遅れたときは次のホールのプレー

の遅れとなり、罰は次のホールに適用する。 

（注2）スロープレー防止を目的として、

委員会は、競技規定の中で、正規の1ラウ

ンドや1ホール、1キックについてそれぞれ

の許容時間の限度を決めることも含め、プ

レーのペースについてのガイドラインを作

ることができる。 

ストロークプレーで、委員会は、前記の競技規定の違

反に対する罰を次のように修正することができる。 

1）初回の違反 1キック 

2）2回目の違反 2キック 

3）その後更に同じ違反があった場合 競技失格 

6-3.プレーの中断；プレーの再開 

a.中断が認められる場合 

プレーヤーは、プレーを中断してはならない。ただし、

次の場合を除く。 

1）委員会がプレーの中断を指示した場合。 

2）プレーヤーが落雷の危険を感じた場合。 

3）プレーヤーが疑問点や争点について委員会の裁定を

求めている場合。 

4）その他例えば急病などの正当な理由のある場合。 

悪天候はそれ自体プレーを中断するための正当な理由

とはならない。委員会の許可なくプレーを中断した場

合、プレーヤーは速やかに委員会にそのことを報告し

なければならない。委員会がプレーヤーからの報告を

受けてその理由を正当と認めた場合、プレーヤーに罰

はない。それ以外の場合にはプレーヤーは競技失格と

なる。 

マッチプレーについての例外：プレーヤー間の合意で

マッチプレーを中断しても、そのために競技が遅れな

ければ、関係プレーヤーは競技失格とはならない。 

フットゴルフ規則集  
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注：コースを離れること自体はプレーを中断し

たことにはならない。 

b.委員会決定による中断の場合の処置 

委員会の決定によりプレーが中断となった場合、

マッチの当事者や同じ組のプレーヤーがホールと

ホールの間にいたときは、各プレーヤーとも委員

会からプレー再開の指示が出るまでプレーを再開

してはならない。プレーヤーが1ホールのプレー

を始めていたときは、すぐにプレーを中断するか､

遅れずにプレーを続けられるようであればその

ホールのプレーを続けることができる。プレーを

続けることにしたときは、そのホールを終える前

に途中でプレーを中断することもできる。プレー

ヤーは委員会からプレー再開の指示が出た時点で

プレーを再開しなければならない。 

規則6-3bの違反の罰は 競技失格 

（注）危険な事態を招く可能性の強い場合には、

委員会からのプレー中断の指示があり次第、そ

の場ですぐにプレーを中断しなければならない

ことを、委員会は競技規定で決めておくことが

できる。その場合、プレーヤーがすぐにプレー

を中断しなかったときは、罰がつかないように

正当な事情がなければ、そのプレーヤーは競技

失格となる。 

c.プレー中断の場合の球の拾い上げ 

プレーヤーが規則6-3aにより1ホールのプレーを中断し

た場合、プレーヤーは委員会の指示によりプレーを中

断したときや、プレーヤーがそうする重要な理由があ

るときに限り、罰なしに球を拾い上げることができる。

球を拾い上げる前に、プレーヤーは球の位置をマーク

しなければならない。プレーヤーがプレーを委員会の

特別な許可を受け試合を中断し球を拾い上げた時は、

プレーヤーは委員会に報告する際に、球を拾い上げた

ことを報告しなければならない。プレーヤーが球を拾

い上げる正当な理由がないのに球を拾い上げたり、球

を拾い上げる前に球の位置をマークしなかったり、球

を拾い上げたことを報告しなかったときは、プレー

ヤーは1キックの罰を受ける。 

d.プレーを再開する場合の処置 

たとえ再開が後日になっても、プレーは中断したホー

ルから再開しなければならない。全てのプレーヤーは、

ゲームが中断したときのホールからプレーを再開しな

ければならない。プレーヤーは、競技を通じて、その

ホールをプレーするために再度ティーオフしキック数

を再びカウントしなければならない。 

規則6-3cかdの違反の罰は 
マッチプレーでは そのホールの負け; ストロークプレーで
は2キック。規則6-3dの違反に対してプレーヤーが一般の
罰を受ける場合には、規則6-3cによる罰(1キック)は追加す
る必要はない。 

フットゴルフ規則集  
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7.基礎 

マッチプレー：そのホールの負け 

ストロークプレーとマッチプレー 
一般的にマッチプレーとストロークプレーともに
同じ規則が適用される。しかし、ストロークプ
レーにおける基本的な規則の違反は2キック、
マッチプレーではプレイヤーはすぐにそのホール
が負けとなる。 

マッチプレーの別の規則は、本内のグレー枠で確認

できる。 

8.コース 

「コース」とは委員会が定めた境界の内側全域をいう。

公式のフットゴルフコースは、カップが改変されヤー

デージがフットゴルファーに適用された9ホール、また

は18ホールで構成される正規のゴルフコースか、7000

メートルの距離を越えるゴルフコースと同様の指針の

元で公式に設計されたフットゴルフコースをいう。各

ホールは、優秀なフットゴルフプレイヤーがカップイ

ンに最低限必要なキックの数と組み合わされる。パー

は、3未満や6以上であってはならない。コースのパー

数は18ホールのコースでは54未満や75以上であっては

ならない。国際競技での合計パー数は72となり、練習

コースはそれよりも少ないホール数でも良い。 

a.境界と限界の明確化 

委員会は、次のものを正確に定めなければならない。 

•各ホールの6以上にならないパー（3、4か5） 

•75を越えないコースのパー数 

•コースとアウトオブバウンズ 

•ウォーターハザードとラテラル・ウォーターハ

ザードの限界 

•修理地 

•障害物とコースと不可分の部分 

 

b.新しいホール 

被害を受けたホールが規定に沿うように修理できない

場合は、委員会は近い場所に新しくホールを設けるこ

とがある。 

 
c.練習コース 

フットゴルフ規則集  
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ストロークプレー：2キック 

競技が行われるコースの外側に使用できる練習
場がない場合、委員会は、もし可能であれば、
競技の行われる日にプレーヤーが練習できる場
所を設けておくべきである。練習日においては、
委員会はプレーヤーが競技が行われるコースで
プレーすることを許可することができる。スト
ローク競技の行われる日には、委員会は競技の
行われるコースのグリーン上やグリーンに向け
て、またはティからの練習を許すべきでない。
プレーヤーは、コースを球を持参せずに歩くこ
とができる。  
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d.プレー不能のコース状態 

委員会や委員会より権限を与えられた人が、何ら

かの理由で、コースがプレーできる状態でないと

か、ゲーム本来のプレーが不可能な状況であると

考える場合、マッチプレーとストロークプレーで

は一時的にゲームが中断され、ストロークプレー

ではそのラウンドのプレーが無効となり、スコア

も取り消すことができる。ラウンドが取り消しと

なったときは、そのラウンドで受けたすべての罰

も取り消しとなる。 

9.ボール 

9-1.通例 

プレーヤーが使う球は、FIFG（国際フットゴルフ連

盟）が決定した公式サッカーボールの5号球で、外周と

重量が68～70センチ、410～450グラム以内でなけれ

ばならない。正球をプレーする責任はプレーヤー自身

にあり、各プレーヤーは自分の球に識別マークを付け

ておくべきである。 

9-2.プレーに適さない球 

球が切れたり、ひびが入ったり、変形しているのが見

て分かる場合、その球はプレーに適さない球である。

泥や他の物が球についているとか、球の表面に掻き傷

やこすり傷があるとか、またはペイントが剥がれたり

色があせているという理由だけでは、その球はプレー

に適さない球とは言えない。 

プレーヤーは、プレー中のホールで自分の球がプレー

している間にプレーに適さなくなったと思う理由があ

れば、プレーに適さない球であるかどうかを見定める

ために、その球を罰なしに拾い上げることができる。 

球を拾い上げる前に、プレーヤーはマッチプレーでは

相手に、ストロークプレーではマーカーか同伴競技者

に球を調べる意思を前もって知らせ、球の位置をマー

クしなければならない。その上で、プレーヤーは球を

拾い上げ、調べることができるが、プレーヤーは相手

やマーカー・同伴競技者にその球を調べる機会を与え

るとともに、球の拾い上げとリプレースにも立ち会う

機会を与えることが条件となる。拾い上げた球はふく

ことができない。 

プレーヤーが前記の手続きをすべて、または、1つでも

ふまなかった場合、あるいはプレーしているホールの

プレー中に球がプレーに適さない球になったと信じる

理由なしに球を拾い上げた場合、プレーヤーは1キック

の罰を受ける。 

その球がプレー中のホールでプレーしている間にプ

レーに適さない球となったことが認められた場合、プ

レーヤーは別の球に取り替え、その球を初めの球が

あった所にプレースすることができる。認められな

かった場合は、初めの球がリプレースされなければな

らない。球の取り替えは認められていないのにプレー

ヤーが球を取り替え、間違って取り替えられた球を

キックした場合、プレーヤーは違反に対して一般の罰

を受ける。 

フットゴルフ規則集  
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キックの結果、球がいくつかに割れた場合、その

キックは取り消され、プレーヤーは、初めの球がプ

レーされた所のできるだけ近くで、球を罰なしにプ

レーしなければならない。 

違反の罰は 

マッチプレーではそのホールの負け; ストロークプレーで

は2キック。プレイヤーが違反に対して一般の罰を受ける

場合には、この規則に関するこれ以上の罰は追加する必要

はない。 

（注）相手やマーカー・同伴競技者はプ

レーに適さない球であるとのプレーヤーの

主張に対して争いたい場合は、プレーヤー

が別の球をプレーする前に異議の申し立て

をしなければならない。 

10.ホール 

「ホール」の直径は50～53センチ、深さは少なくと

も30センチ以上でなければならない。「ホール」は

カップで覆われていなければならない。 

ホールインと容認 

ティーインググラウン

ドで競技に持ち込まれ

たボールをホールに入

れることを基本原則と

し、それ以外はプレー

ヤーは失格となる。

ボールはホールとホー

ルの間で交換すること

ができる（もちろんロ

ストボール、ウォー

ターハザードなどに

入った場合を除く）。 

マッチプレー：プレーヤーは相手がボールをホールインする

かも知れないことにより、相手のキックを容認することがで

きる。容認されたキックは拒否したり取りやめることはでき

ない。ホールの結果は、もしプレーヤーがプレーを続けてい

る場合であっても、ホールが認められている場合は影響され

ない。 

 
競技の中断、雷 
もし競技が警報（例えば風笛など）により中断さ
れた場合は、プレーを中断しボールを拾い、競技
を続ける時はホールを再度プレーしなければなら
ない。もし全プレーヤーが同意すればスタートし
たホールを終えることができる。（もしプレー
ヤーが状況が危険であると感じた際は、競技の公
式中断を待つ必要はない） 

フットゴルフ規則集  
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ボールをホールに入れないホールのギブアップは、いくつ

かの競技形式でのみ容認される（例えばステーブルフォー

ド形式）。 

プレーヤーは、競技のさらなる進行を妨害しないようにす

るために、ホールインした後で常にボールをそのホールか

ら取り上げなければならず、もしプレーヤーがそうせずに

パートナーのボールがホールから飛び出した場合は、その

ボールはホールインしたものと見なされ、その問題を起こ

したプレーヤーは1ストロークの罰を受ける。 

球がホール内に止まり、球全体がホールのふちよりも下に

あるとき、その球は「ホールに入った」という。 
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プレーヤーが、例えば

豪雨などの重大な理由

なく競技を中断した時

は、プレーヤーは失格

となる。 

コースでの練習 

競技日において、ラウン

ド前、ラウンド中に関わ

らず競技を開催するコー

スで練習することは認め

られない。（数日に及ぶ

競技の時のラウンドとラ

ウンドの間でも認められ

ない）。 

11.ティーインググラウ
ンド 

準備 

•防水のマーカーペンや

ステッカーでボールに

印をつけ、その区別が

できるようにする。  

•プレーヤーは、スコア

カードに記載されたハ

ンディキャップを確認

しなければならず、プ

レーヤーのパートナー

とスコアカードを交換

しなければならない。 

•プレーヤーは、ローカ

ルルールを注意深く読

まなければならない。  

•プレーヤーは、（怪我

を防止するために）準

備運動すべきである。 

プレーの順番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
違った順番でプレーした場合 
プレーヤーが違った順番でキックを始めた場合、キックは無効
となり、そのプレーヤーは1キックの罰を受ける。競技者のうち 

フットゴルフ規則集  
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最初のティーインググラウン

ドの競技順は、プレーヤーた

ちの決定により決められる。

1ホールのスコアが最少で

あった競技者が次のティーイ

ンググラウンドでオナーとな

り、2番目に少ないスコアの

競技者が次にプレーし、ある

ホールで2人以上の競技者の1

ホールのスコアが同じであっ 

た場合、次のティーインググラウンドでは前のティーインググ

ラウンドと同じ順番でプレーする。 

マッチプレー：ホールの勝ちを得たサイドは次のティーイング

グラウンドでオナーとなる。 

の1人を有利にするために、

違った順番でプレーすること

について競技者の間に合意が

あったときは、関係競技者全

員が競技失格となる。 

マッチプレー：そのホールの

負け 

http://www.fifg.org/
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ティーインググラウンド 

「ティーインググラウ

ンド」とはプレーしよ

うとするホールのス

タート場所をいう。

ティーインググラウン

ドは奥行き2メートルの

長方形の区域で、その 

ティーインググラウンドの外からプレー 

ティーインググラウン

ドの外からプレーした

場合、そのキックはカ

ウントされず、競技者

は1打の罰を加えた上、

ティーインググラウン

ド内から改めて球を 

間違ったティーインググラウンドからプレー 

競技者が（たとえ非常

に後方からのキックや

無効なキックがアドバ

ンテージにならなくて

も）間違ったティーイ

ンググラウンドからプ

レーした場合は、 

キック 

フットゴルフではス

タート時のキックは

地面からのみ蹴るこ

とができ、左足、右

足どちらからでも

キックオフできる。 

キックの種類： 
・トップ・オブ・フットキック 
 トゥキック、バック・オブ・フット・キック 
・アウトサイド 
・インサイド 

上記のキックの種類が競技中は許される。足の底で球を

タッチ、タップ、転がすことは認められていない。キッ

クは球に足が触っていない状態から一つの動きでしなけ

ればならない。球の全ての動きは1キックとカウントさ

れ、1スコアを意味する。 

ティーマーカー 

キックの前はティー

マーカーは動かすこと

ができない固定物とみ

なされ、動かすことは

禁止される（2罰）。し

かし、キック後は動か

すことのできる障害物

とみなされ、罰なしに

動かすことができる。 

救済 

ティーインググラウンド

では地面を平らにしたり、

芝をアジャストすること

ができる。あらゆる形で

競技を妨害するあらゆる

安全でない物体（ティー

マーカーを除く自然物、 

人工物に関わらず）は罰なしで動かすことができる。

動かすことができる物体と動かすことができない物

体を破壊することはできない。動かすことができな

い物体を破壊した場合は1打罰となる。 

誤ったキック 

全ての故意のキック

は偶然に蹴ってし

まった場合でもカウ

ントされる。誤った

キックをした後に球

が動いている時は球

に触ることはできな

い。 

フットゴルフ規則集  
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前方と横の辺は2つのティーマーカーの外側の先端を結

んだ線をもって決める。球はこの区域内に置かなければ

ならないが、プレーヤーはこの区域外にいることはでき

る。球全体がこの区域の外にある場合、その球はティー

インググラウンドの区域外にある球である。 

（3打目として）プレーしなければならない。競技者が

無効なキックを訂正しなかった場合は失格となる。 

マッチプレー：罰にはならないが、相手はすぐにプレー

ヤーに対し球を罰なしに再プレーするよう要求すること

ができる。 

ティーインググラウンドの外からプレーした時と同じ規

則が適用される。 
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アドバイス；プレーの線の指示 

「アドバイス」とは、

プレーヤーの競技や

キックの方法に影響を

与えるような助言や示

唆をいう。規則や、距

離、ハザードの位置や

グリーン上の旗竿の位

置など公益についての

情報は、アドバイスと

する。競技者は競技者

と距離、ハザードの位

置、OB、旗竿の位置、

規則、そしてその他の

一般的な状況について

話すことができる。 

ティーインググラウンドからグリーンが見えないと

きは、誰かにその位置を尋ねることができる。要求

されることなくアドバイスを与えた競技者は罰を受

けることはないが、競技者が誤った情報を与えた時

は1打罰を受ける。 

暫定球と紛失球 

暫定球 

「暫定球」とは球がウォーターハザードの外で紛失した 

紛失球 

次のどれかに当たる場合、

球は「紛失」したものと

みなされる。  

•プレーヤー／同組の

選手が球を探し始め

てから5分間以内に、

球が見つからないか、

またはプレーヤーが

自分の球であると確

認できないとき。 

•初めの球(オリジナルボール)があると思われた場所

か、その場所よりもホールに近い地点からプレー

ヤーが暫定球をキックしたとき。 

•プレーヤーがキックと距離の罰のもとに別の球を

インプレーにしたとき。 

•見つかっていない球が局外者によって動かされて

いたこと、あるいは障害物の中、異常なグラウン

ド状態、ウォーターハザード内にあることが分

かっているか、ほぼ確実であるという理由からプ

レーヤーが別の球をインプレーにしたとき。 

•プレーヤーが取り替えられた球をキックしたとき。

誤球のプレーに使われた時間は球を探すために許

される5分間には入れない。 

球を紛失したか、球がアウトオブバウンズである

かもしれない場合、ホールに近づかずに紛失した

場所に別のボールを置くことができる。プレー

ヤーは、次の球を「暫定」と伝えなければならず、

そして初めの球があると思われる場所に到達する

までプレーすることができる（その後でプレー

ヤーは「境界の外と暫定球」の項にある説明に準

じゲームを続けることができる）。プレーヤーが

明確に新しいボールが暫定であると伝えておらず、

球がウォーターハザードに入った場合は、暫定球

でプレーできず、そして球が見つかっても別の球

でプレーを続けなければならない。 

球をふくこと 
プレーヤーはホールとホールの間でのみボールをふく
ことができる。 
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かも知れない場合や、ア
ウトオブバウンズである
かも知れない場合にプ
レーされる球をいう。 

フットゴルフ規則集  
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12. ゲームの空間 
(フェアウェイ、ラフ) 

定義 

フェアウェイ：ホールに通じる経路 

•フェアウェイ 

•セミラフ 

•ラフ 

•他のティー 

グラウンド 

•他のグリーン 

セミラフ：エッジ：エッジの外であり、フェア

ウェイの端で芝の長さが40～50mmのところ。

エッジはティーインググラウンド、コース、また

グリーンを囲んでいる。 

ラフ：エッジの外であり、ホールを囲んでいる。

芝が10cm以上の高さで切られているか切られて

おらず、地面や植物群それぞれも指す。 

その他のティーインググラウンド：プレーしてい

るホールの外にある他の全てのティーインググラ

ウンド。 

その他のグリーン：プレーしているホールの外にある

他の全てのグリーン。 

「ゲームの空間」とは、プレーされるホールでなくて

も、全てのフェアウェイ、セミラフ、ラフ、グリーン

と全てのティーインググラウンドと全てのグリーンの

前の区域を意味する。プレーヤーがコースの他の区域

（ティーインググラウンド、バンカー、水のある場所、

協会の外、グリーン）にいる場合は、それに関連した

規則を読むこと。 

プレーの妨げとなる球 

他の球が自分のプレー

の妨げになるかも知れ

ないと考えた場合、プ

レーヤーはマークしそ

の球を拾い上げてもら

うことができる。拾い

上げた球は、リプレー

スされなければならな

い 

オナー 

ティーインググラウンドから最初にプレーするべきプ

レーヤーは、「オナー」と言われる。 

プレーの線 

「プレーの線」とはプ

レーヤーが球をキック

したあとその球にとら

せたい方向をいい、そ

の意図する方向の両側

に若干の合理的な幅を

持つ。 

マッチプレーの方式 

•シングル：1人対1人で競うマッチをいう。 

•スリーサム：1人対2人で競うマッチをいう。両サイド

ともそれぞれ1つの球をプレーする。 

•フォアサム：2人対2人で競うマッチをいう。両サイド

ともそれぞれ1つの球をプレーする。 

•スリーボール：3人が互いに対抗し、それぞれ自分

の球をプレーするマッチプレー競技をいう。各プ

レーヤーは2つの別のマッチを同時に行うことにな

る。 

•ベストボール：1人対2人のうちの良い方のスコア

(または3人のうちの最も良いスコア)で競うマッチ

をいう。 

•フォアボール：2人のうちの良い方のスコア対他の2

人のうちの良い方のスコアで競うマッチをいう。 

フットゴルフ規則集  
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プレーの線は地面から垂直に上方に及ぶが、ホールを

越えてその先には及ばない。 

http://www.fifg.org/
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ストロークプレーの方式 

•個人競技：各競技者が個々にプレーする競技をいう。 

•フォアサム：2人の競技者がパートナーとして1つの球

をプレーする競技をいう。  

•フォアボール：2人の競技者がパートナーとしてそ

れぞれ自分の球をプレーする。パートナーのうちの

少ないスコアがそのホールのスコアとなる。パート

ナーのうちの1人がホールを終了しなくても罰はな

い。 

ボールの区別 

プレーヤーは、球を拾

い上げる前に、球を確

かめる意思を前もって

知らせて、相手やマー

カー・同伴競技者に球

の拾い上げとリプレー

スに立ち会う機会を与

えれば、球を拾い上げ

て自分の球であるかど

うかを確めることがで

きる。 

そうする以外は1打罰を受ける。その球がプレーヤー

の球であり、プレーヤーが前記の手続きをすべて、ま

たは、1つでもふまなかったり、正当な理由がないの

に確認のために球を拾い上げた場合、プレーヤーは1

打の罰を受ける。その後は、プレーヤーはその球をリ

プレースしなければならない。 

捜索中にボールが動

いた時 

（捜索、異常なグラウンド状態、人工物、障害物の定

義に準じてそれが起きた時は罰はない。）もし球がリ

プレースされず、誤った箇所からプレーした場合は2

打罰を受ける。パートナーが球を動かした場合は、リ

プレースしなければならないが罰はつかない。 

アドバイス；プレーの線の指示 

プレーヤーはプレーヤーと距離、ハザードの位置、OB、

旗竿の位置、規則、そしてその他の一般的な事実につ

いて話すことができる。 

ピンフラッグが見えな

いときは、誰かにその

位置を尋ねることがで

きる。（あらゆるサイ

ンがプレーの線に置か

れている場合は、キッ

クをする前にそれを取

り除き、プレーの線を

示している人にはキッ

クをする前にどいても

らわなければならな

い） 

経路にあるものの破壊と移動 

球はあるがままの状態

でプレーされなければ

ならない。プレーヤー

はキックの前に、ボー

ルの状況、自分の位置、

キックする場所、プ

レーの線を改善するた

めに生長物や固定物を

壊したりすることは許

されない（1打罰）。 

自然物の救済 

木の葉、小枝、石、切れ

た芝、またはその他の自

然物は罰なしに取り除く

ことができる。もし球が

動いた場合は1打罰とな

り、プレーヤーはボール

を元に戻さなくてはなら

ない。 

動かせる人工物 

ガラス、箱、マーク、

ポール（黄色、赤、ブ

ルー）、またはその他の

人工物は障害物であり、

罰なしで動かすことがで

きる。 
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プレーヤーの球を探して

いるときに、プレーヤー

がその球を動かした場合、

プレーヤーは1打の罰を

受け、その球はリプレー

スされなければならない。 

また、プレーヤーは練習キック時に物を壊して、
キックが有利な状況になるようにした場合、1打罰を
受ける。 

(注)砂とバラバラの土はパッティンググリーン上にあ
る場合は取り除くことができるが、フェアウェイラ
フかバンカーにある場合は取り除くことができない。
（2打罰）。 
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この間に球が動いた場合は、プレーヤーは球を罰な

しでリプレースすることができる。また球がそのも

のの中かその上にある場合も動かすことができる。

その場合、障害物を動かした後に球は初めの位置に

戻さなければならない。(注)境界線の外側の区域を

示すポールは動かすことができない。（1打罰） 

境界線を示すポールやペイントされたラインの意

味：白－境界線の外の区域 

赤－ラテラル・ウォーターハザード 

黄－ウォーターハザード 

青－修理地で入ったり球を探すことができない 

動かせない人工物 

もし、人口の表面の道

や進路、固定物、人工

物、言い換えれば障害

物が球、位置、キック

を防いでいれば罰なし

に救済を受けることが

できる。（ただし、そ

れがプレーの線のみを

防いでいる場合は除

く）。 

異常なグラウンド状態 

修理地 

委員会か正式代表者によ

り宣言されたコースのい

かなる部分は「異常なグ

ラウンド状態」となるこ

とができる。 

修理地内のすべての地

面と芝、ブッシュ、樹

木、その他の植物は修

理地の一部である。修

理地の標示をしていな

い場合でも、輸送のた

めに集められた全ての

材料、コース管理者に

よる穴は修理地である。 

移すつもりもなく置きざりにされてコース内にそのま

ま取り残されている刈り芝とその他のものは、修理地

としての標示がなければ修理地ではない。修理地の限

界が杭によって定められている場合、その杭は修理地

内であり、その修理地の限界は最も近い杭の外側の地

表レベルの点によって決められる。修理地を示すため

に杭と線の両方が使われる場合、杭は修理地であるこ

とを示し、線は修理地の限界を定める。修理地の限界

が地面上の線で定められている場合、その線自体は修

理地内となる。修理地の限界は垂直に下方に及ぶが上

方には及ばない。球が修理地内にあるか、一部でも修

理地に触れているときは、その球は修理地内にある球

である。修理地の限界を定めるために使用される杭は

障害物である。（注）委員会はローカルルールを作っ

て、次の場所からのプレーを禁止することができる。

修理地、または修理地として標示されている準環境保

護区域。プレーヤーはニアレストポイントを見つけ、

球をそのポイントから1歩以内のところに置いてプ

レーする。 

アンプレヤブルの球 

球が非常に悪い状態にあ

るときはアンブレヤブル

を宣言した方が良い。プ

レーヤーはアンプレヤブ

ルを決めることができ、

マーカーの承認を受ける

必要はない。自分の球を

アンプレヤブルとみなし

た場合、プレーヤーは1

打の罰のもとに次の中か

ら1つを選んで処置をす

る。 

フットゴルフ規則集  
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救済を受けるために、プレーヤーは位置取りが
でき障害物の影響による妨げを受けることなく
キックできるニヤレストポイントを決めなけれ
ばならず、その次にその位置から1歩以内の距
離の間に球をプレースできる。 
重要：救済のニヤレストポイントがブッシュ、
ラフ、または傾斜地内となることがある。この
時は、あるがままにプレーしなければならない。
境界線の外側の区域を示す物体から救済を受け
ることはできない。まずローカルルールがコー
スの一部とされるそれらの物体を示し、その場
合、救済は適用されない。 
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プレーヤーは： 
1.その球のあった箇所から2歩以内に球を置くことがで
きる。1打罰。 
2..ホールと球があった箇所を結んだ線上で、その箇所
よりも後方に球を置くことができる。1打罰。 
3.前の球をプレーした所に球を置くことができる。1打
罰。 

球を置いた後にアンプレヤブルの状況に球が転がり

戻ったり、何らからの理由により球が再度、悪い状況

となった場は、あるがままにプレーするか再度、アン

プレヤブルを宣言し1打罰を受ける。 

誤球 

「誤球」とは次のもの以

外の球をいう。 

•プレーヤーのインプ
レーの球 

•プレーヤーの暫定球 

•他のプレーヤーの球 

•放棄された球 

•もはやインプレーの球でなくなった、プレーヤー

の初めの球 

注：インプレーの球には、球の取り替えが許さ

れているかどうかにかかわらず、インプレーの

球に代えて取り替えられた球を含む。 

競技者により誤球でプレーされたキック数は競技

者のスコアに入れないが、競技者は2打の罰を受け

る。競技者は誤球のプレーが最初に起きた箇所に

球をプレースし最初の球でプレーしなければなら

ない。最初の球が見つからない場合は、競技者は

最後にプレーした位置に戻り1打罰を受け、別の

ボールをドロップする。もし競技者が誤球でその

ホールアウトし誤りを訂正しなかったときは競技

失格となる。 

外部要素に当たった球 
外部要素 (局外者) 

マッチプレーでは、「局外者」とは、プレーヤーサイ

ドあるいは相手サイド、プレーしているホールでいず

れのサイドによってプレーされている球、 

あるいはいずれのサイ

ドの携帯品以外のもの

をいう。ストロークプ

レーでは、「局外者」

とは、競技者サイド、

プレーしているホール

でそのサイドによって

プレーされている球、 

プレーヤーかその携帯品に当たった球 

球がそのプレーヤーか

その携帯品（バッグ、

カートなど）に当たっ

た場合は、1打罰を受

けあるがままでプレー

する。 

止まっている球が局外者に動かされた場合 

止まっている球が局外
者（観客、動物、パー
トナー、他の球など）
によって動かされても
罰はなく、その球はリ
プレースされなければ
ならない。 

フットゴルフ規則集  
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あるいはそのサイドの携帯品以外のものをいう。局外

者にはレフェリーやマーカー、オブザーバーを含む。

風や水はどちらも局外者ではない。 

球がパイロン、木、観客、動物、別のボール、ま

たはその他の局外者に当たっても罰は受けないが、

あるがままでプレーしなければならない。 

マッチプレー：もし球が相手や相手の携帯品に当

たったら罰は受けない。あるがままでプレーを続

けることができる。 

球が拾い上げ持ち去られた場合は、罰なしで別の

ボールを持ち去られた場所にプレースしプレーす

ることが認められる。 

マッチプレー：プレーヤーの球を探しているとき

に、相手がその球を動かしても罰はない。球が動

かされたときは、その球はリプレースされなけれ

ばならない。プレーヤーの球を探しているとき以

外の場合は、相手は1打の罰を受ける。球はリプ

レースしなければならない。 
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紛失球 

プレーヤーが球を探し

始めてから5分間以内

に、球が見つからない

か、またはプレーヤー

が自分の球であると確

認できないとき（2つ

の似たような球を見つ

けたか球のブランドや 

13. バンカー 

バンカー 

「バンカー」は人工に作られた地面からの障害で、地面

から芝や土を取り払い、代わりに砂などを入れて作られ

た区域をいい、凹みになっている場合が多い。積み芝の

面(草で被われているか土であるかどうかにかかわらず)

も含め、バンカーのふちやバンカーの中の草で被われて

いる場所は、バンカーの一部ではない。一方、草に被わ

れていないバンカーの壁やへりは、バンカーの一部であ

る。バンカーの限界は垂直に下方に及ぶが上方には及ば

ない。球がバンカー内にあるか一部でもバンカーに触れ

ているときは、その球はバンカー内にある球である。 

境界 

球がバンカー内にある

芝に触れているときは、

その球はバンカー内に

ある球である。積み芝

はバンカーの一部では

ない。 
 

 
球の判別 

プレーヤーは球が自分

のものであるか確認で

きない場合、プレー

ヤーは確認のために

マークして、その球を

拾い上げることができ

る。プレーヤーは、球

を拾い上げる前に、他

のプレーヤーに球を確

かめる意思を前もって

知らせて、そのプレー

ヤーがその行為を見え

るようにする。そうし

なければ1打罰となる。

その後は球を、球を 

 

 

 
お互いに妨げになる球 

2つの球が非常に近い位置にあり双方に妨害している

場合、一方の球をマークすることができ、 

フットゴルフ規則集  
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プレーしている球の番号を覚えていないなど）、球は

「紛失」したものとみなされる。プレーヤーは1打罰

を受け、前にキックした場所に球を置きプレーする。 

拾い上げた場所に戻し、球が元にあった場所はで

きるだけ再現しなければならない（必要であれば

砂を整えるか、砂で球を覆うなど）。 
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拾い上げ、もう一方の球が蹴られた後にプレースする

ことができる。球が元にあった場所はできるだけ再現

しなければならない（必要であれば砂を整えるか、砂

で球を覆うなど）。 

動かせる人工物 

球が異常なグラウンド

状態（水たまり、修理

地など）にある場合や、

その中で対処しなけれ

ばならない時は、救済

を受けることができる。 

完全に水で覆われているバンカー 
バンカーが完全に水で
覆われており、プレー
ヤーがバンカーの中か
らキックすることがで
きない時は、プレー
ヤーは罰なしでドロッ
プすることができる。 

古い足跡にある球 

球が規則に含まれない

悪い状況にあるときは、

アンプレヤブルを宣言

（1打罰、下記を参

照）することを除いて

はあるがままでプレー

しなければならない。 

アンプレヤブルの球 

バンカー内でアンプレヤ

ブルを宣言した時は、プ

レーヤーには1打罰を受

けた上で3つの選択肢が

ある。 

•1打罰を受け球から2歩以内でバンカーの中にプレー

スする 

•1打罰を受け、ホールと球のあった箇所とを結んだ線

上で後方のバンカー内にプレーする 

•1打罰を受け前にキックした場所にプレースする。 

誤球 

プレーヤーが誤球でプ

レーした時は、その

キックはカウントしな

いが2打罰を受ける。

プレーヤーは元に戻り

正球でプレーする（誤

球は元に戻さなければ

ならない）。 

球が自分の足跡に入った時 

球が自分の足跡に入っ

た時は、アンプレヤブ

ルを宣言（1打罰を受

ける、前項を参照）す

る以外はあるがままで

プレーしなければなら

ない。 

球がバンカー内に残った時 

プレーヤーが球をバン

カーからキックで出す

ことができず、同じバ

ンカー内に球が残った

時は、次のキックの前

にレーキでバンカーを

ならすことができる。 

キックした球がOBか紛失した時 

バンカーからキックし

た球がOBとなるか紛

失する場所に行った場

合は、1打罰を受け

キックした場所に球を

プレーしなければなら

ない。球をプレースす

る前にバンカーをなら

すことはできる。 

フットゴルフ規則集  
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・プレーヤーは罰なしで球をバンカー内の、球があっ

た場所から球に可能な限り影響を及ぼさないか、その

影響がない場所の一番近いポイントから、1歩以内のと

ころに球を置くことができる。 

・1打罰を受け、ホールと球のあった箇所とを結んだ線

上で、そのバンカーの後方にその球を動かすことがで

きる。 

http://www.fifg.org/
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14.ウォーターハザード 

ウォーターハザード 

•「ウォーターハザード」とはコース内の海や湖・池・

川・溝・排水路その他の開きょ(水があるかどうかは関

係ない)、およびこれらと同様のものをいう。ウォー

ターハザードの限界内のすべての地面や水は、その

ウォーターハザードの一部である。ウォーターハザー

ドの限界が杭によって定められている場合、その杭は

そのウォーターハザード内であり、そのハザードの限

界は最も近い杭の外側の地表レベルの点によって決め

られる。ウォーターハザードを示すために杭と線の両

方が使われる場合、杭はそのハザードがウォーターハ

ザードであることを示し、線はそのハザードの限界を

定める。ハザードの限界が地上の線で定められている

場合、その線自体はウォーターハザード内となる。

ウォーターハザードの限界は垂直に上下に及ぶ。球が

ウォーターハザード内にあるか、一部でもウォーター

ハザードに触れているときは、その球はウォーターハ

ザード内にある球である。ウォーターハザードの限界

を定めるため、あるいはウォーターハザードであるこ

とを示すために使用される杭は障害物である。 

•注：ウォーターハザードであることを示すために使

われる杭や線は、黄色でなければならない。 

•注：委員会はローカルルールを作って、ウォーター

ハザードとして定められている準環境保護区域から

のプレーを禁止することができる。 

境界 

球がその限界に触れて

いる時、その球は

ウォーターハザード内

にある。ウォーターハ

ザード内の杭はウォー

ターハザードであり、

そのためウォーターハ

ザードの限界は杭の外

側に沿う。 

球がウォーターハザードに入ったと思われる時 

ウォーターハザードの

方に向かっていった後

で見つかっていない球

がそのハザードの中に

あることが分からず、

ほぼ球がウォーターハ

ザードに入ったとされ

る時は、ウォーター 

ウォーターハザードにある球 

球がウォーターハザー

ドに入った時は、プ

レーヤーは次の2つが可

能となる。 

1) あるがままにプレー

する* （しかしながら特

別な状況は考慮され

る） 

2) 1打罰を受け球を

ウォーターハザードの

外に置く（ウォーター

ハザード規則） 

*プレーヤーが入ることができない準環境保護区

域と宣言されたウォーターハザードでは、プレー

ヤーは競技を上記2を元に続けなければならない。 

ウォーターハザード規則 

球がウォーターハザー

ドにあるか紛失した時

は、以下により球を

ウォーターハザードの

外にプレースすること

ができる。 

フットゴルフ規則集  
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ハザードに関する規則が適用される。それ以外は、球

は「紛失球」として扱われる。その場合は、球を前に

キックした位置にプレースし1打罰を受ける。 

http://www.fifg.org/
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ウォーターハザード（黄杭） 

1)1打罰を受け、球が

ウォーターハザードの

限界を最後に横切った

地点とホールとを結ん

だ線上に球をプレース

することができる。 

2) 1打罰を受け、初めの

球を最後に球をプレー

スすることができる。 

ラテラル・ウォーターハザード（赤杭） 

から2歩以内に球をプレースすることができる。 

2) プレーヤーは1打罰を受け、球がラテラル・

ウォーターハザードに入った地点の反対側（ホー

ルから同じ距離で、そのラテラル・ウォーターハ

ザードの反対側）から2歩以内に球をプレースする

ことができる。 

それ以外にドロップゾーンなどローカルルールが適用さ

れることを忘れてはならない。 

球の判別 

プレーヤーが見つけた

球を自身のものか決め

られない時はマークを

しその球を拾い上げる

ことができる。レー

ヤーは、球を拾い上げ

る前に、他のプレー

ヤーに球を確かめる意

思を前もって知らせて、

そのプレーヤーがその

行為を見えるようにす

る。そうしなければ1

打罰となる。 

お互いに近いところにある球 

2つの球が非常に近い位

置にあり双方に妨害し

ている場合、一方の球

をマークして拾い上げ、

もう一方の球が蹴られ

た後に置かなければな

らない。 

アドバイスとプレーの線 

プレーヤーはプレー

ヤーと距離、ハザード

の位置、区域の状況、

OBについて話すことが

できる。旗竿が見えな

い時は、他の人にプ

レーの線を聞くことが

できる。 

自然物 
ウォーターハザード内

では、キックの前に木

の葉、小枝、石などに

触れたり動かすことは

禁止されている。規則

違反は2打罰を受ける。 

動かすことができる人工物 

障害物は罰なしで動か

すことができる。この

時にプレーヤーが地面

か水に触れても罰には

ならない。またその時

に球が動いたら、罰な

しで球を元の位置に戻

すことができる。 

 

球がウォーターハザー

ドにある時、プレー

ヤーは橋、管、その他

の固定された障害物か

らは救済されない。プ

レーヤーがあるがまま

の状態でプレーする時、

プレーヤーはその障害

物に触れることができ

る。 

フットゴルフ規則集  
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黄杭の時と同様の措置

（1.+2.）が適用され

る。さらに、 

1) プレーヤーは1打

罰を受け、球がラテ

ラル・ウォーターハ

ザードに入った地点 

プレーヤーは、球が区別できる範囲内で球をふくことが

き、その後でプレーヤーは球を拾い上げたところと同じ

位置に球を置かなければならない。 

しかしながら、キックの遂行に関連した質問やアドバイ

スは2打罰を受ける。 

動かすことができない人工物 

http://www.fifg.org/
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異常なグラウンド状態 

プレーヤーは、ウォー

ターハザード内ではこ

ね土、動物の進路など

から救済を受けること

はできない。あるがま

までプレーするか、

ウォーターハザードの

規則に沿い、1打罰を 

アンプレヤブルの球 
ウォーターハザード内

では、プレーヤーはア

ンプレヤブルを宣言で

きない。ウォーターハ

ザード規則に沿ってプ

レーしなければならな

い。 

誤球 

プレーヤーがウォー

ターハザードから誤球

でプレーした時は、

キックはカウントされ

ない。しかし2打罰を

受け、元の位置に戻り

正球でプレーしなけれ

ばならない（誤球は元

の位置に戻さなければ

ならない） 

 

ウォーターハザードに入った球 

ウォーターハザードか

らプレーした球が、

ウォーターハザードに

入った場合は、その

キックはカウントされ、

1打罰を受けウォー

ターハザードの規則が

適用される。最後に

キックした 

場所は、その前にキックした位置からの場所というだ

けではなく、ウォーターハザードの外から最後にキッ

クした位置であると見なすことができる。 

OBか紛失した球 

ウォーターハザードか

らキックした球が紛失

するかOBとなった場

合は、1打罰を受け前

に球をキックした場所

にプレースしなければ

ならない。しかしなが

ら、さらに1打罰を受

けプレーヤーはウォー 

複数回のキック 

キックの間でプレー

ヤーが2度以上キック

した時は、プレーヤー

は1打罰を受ける。 
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受け球をプレースすることができる。 

ターハザード規則に沿い競技を続けることができる。 

フットゴルフ規則集  
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15.アウトオブバウン
ズの区域と暫定球 

注1：アウトオブバウンズを定める杭または線は白と

すべきである。 

注2：委員会はアウトオブバウンズを定めるのではな

く、アウトオブバウンズを示している杭を障害物と宣

言するローカルルールを制定することができる。 

暫定球 

「暫定球」とは球がウォーターハザードの外かア

ウトオブバウンズで紛失したかも知れない場合に

プレーされる球をいう。 

境界 

球全体がアウトオブバウ

ンズにある場合、その球

はアウトオブバウンズで

ある。アウトオブバウン

ズエリアの(白)杭は外側

にあるため、境界は

コースサイドの内側の

端に沿う。 

境界の外にある球 

球がアウトオブバウン

ズにある場合、プレー

ヤーには一つの選択肢

しかなく、1打罰を受

け前にキックした位置

にボールをプレースし

なければならない。 

球はコース内にありプレーヤーが境界の外にいる

時 

プレーヤーはコース内

にある球でプレーする

ため境界の外側に立つ

ことができる。この際、

罰なしにプレーヤーは

アウトオブバウンスに

ある自然物（葉、石な

ど）と動かすことがで

きる人工物を動かすこ

とができる。しかし、

アウトオブバウンズに

ある動かせない人工物

と異常なグラウンド状

態（水たまり、修理地、 
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境界の外の区域 (アウトオブバウンズ） 

「アウトオブバウンズ」とはコースの境界の外側や、

委員会によってアウトオブバウンズと標示されたコー

ス内のすべての区域をいう。アウトオブバウンズが杭

や柵によって、または杭や柵の外側によって定められ

ている場合、アウトオブバウンズの線は最も近い杭や

柵柱(支柱を除く)の内側の地表レベルの点によって決

められる。アウトオブバウンズを示すために杭と線の

両方が使われている場合、杭はアウトオブバウンズで

あることを示し、線はアウトオブバウンズを定める。

アウトオブバウンズが地上の線によって定められてい

る場合、その線自体はアウトオブバウンズである。ア

ウトオブバウンズの線は垂直に上下に及ぶ。球全体が

アウトオブバウンズにある場合、その球はアウトオブ

バウンズである。プレーヤーはインバウンズにある球

をプレーするためにアウトオブバウンズに立つことが

できる。アウトオブバウンズを定めるもの、例えば、

壁、柵、杭、レールなどは、障害物ではなく、固定物

とみなされる。 

フットゴルフ規則集  

球がアウトオブバウンズであるか否かについて、杭の

後ろに立ち隣接した杭の方向を見てコースの境界を確

認することで判断することができる。コースの境界区

域はローカルルールで定めることができる。 

しかし、既に暫定球でプレーしている時は、1打罰を

受けその球でプレーを続ける。 

動物の足跡）から救済を受けることはできない。プ

レーヤーは動くか動かないかに関わらず、アウトオブ

バウンズを示す物体から救済を受けることはできない。 
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暫定球でのプレー 

球を見つることができ

るか不確かな時やアウ

トオブバウンズである

かも知れない場合には、

時間節約のため、プ

レーヤーは暫定球をプ

レーすることができる。

プレーヤーは、暫定球

をプレーする意思を伝

えなければならず、そ

の暫定球を最後にキッ

クした位置にプレース

しなければならない。

その後、プレーヤーは 

暫定球を伝えなかった時 

プレーヤーが2つ目の

球でプレーし、明確に

それが「暫定」である

と伝えなかった場合は、

1打罰を受けその球で

プレーする。その時、

初めの球は「紛失球」

となり、いかなる状態 

球の状況 

暫定球で良いキックを

し、初めの球を見つけ

ないことがアドバン

テージとなる場合があ

り、その時は初めの球

を探し始めないことが

起こりえる。しかしな

がら、プレーヤーは 

最初の球が見つかるかも知れない位置よりもホー

ルに近い位置から暫定球をプレーした時 

プレーヤーは初めの球

があると思われる場所

まで、その球でプレー

することができる。暫

定球はその位置よりも

先まで行くことができ

るが、その地点よりも

先の暫定球をキックす

ることはできない。 

コースで初めの球を見つけた時 

5分間の間に初めの球

が見つかりその球が境

界の外にない時は、プ

レーヤーはその球でプ

レーを続けなければな

らない。プレーヤーは

暫定球を拾い、その球

でのキック数はそれ以

上カウントされない。 

見つかった初めの球がアンプレヤブルである時 

5分間の間に初めの球

が見つかりその球が境

界の外にない時は、プ

レーヤーはその球がア

ンプレヤブルの状況で

あってもその球でプ

レーを続けなければな

らない。そのような状 
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初めの球があると思われる場所まで、その球でプレー

しなければならない。プレーヤーは、初めの球を探し

に行く前までのみ暫定球をプレーすることができる。

もししばらく探して、暫定球でプレーを再開した場合

は、その球は暫定球ではなく（1打罰を受け）、新た

な球でプレーする。球がウォーターハザードに入った

場合は、暫定球でプレーする可能性はない。 

であってもその球でプレーすることはできない（そう

しなければ、誤球でプレーしたことになる） 

単純に初めの球を「紛失球」とすることはできない。

もしプレーヤーが（5分以内にアウトオブバウンズで

はない）初めの球を見つけた場合は、その球でプレー

を続けなければならない。 

最初の球を見つける前に、プレーヤーがその地点より

も先の位置から暫定球をプレーした場合は、1打罰を

受けその暫定球が正球となる。 

況では暫定球でプレーすることはできない。プレー

ヤーが、初めの球がアンプレヤブルであると宣言した

時は、前にキックした場所に戻らなくてはならなく

なっても、アンプレヤブルの球の規則に従わなくては

ならない。 
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初めの球が境界の外側か紛失した時 

初めの球が境界の外側

にあったり、5分間の間

に見つからなかった時

は、暫定球が正球とな

り、同時にプレーヤー

は1打罰を受ける。つま

り初めの球と暫定球の

キックもカウントされ、

結果としてプレーヤー

はもう1打罰を受けなけ

ればならない。 

16. グリーン上 

グリーン 

プレー中のホールの、パッティングのために特別に作

られた場所か、委員会によってパッティンググリーン

と決められた場所を「グリーン」という。球が一部で

もグリーンにあるときは、その球はパッティンググ

リーン上にある球である。 

パットの線 

「パットの線」とはプレーヤーがパッティンググリー

ン上で球をストロークをした後その球にとらせたい線

をいう。 パットの線はホールを越えてその先には及

ばない。 

グリーンとグリーン周りの区域 

球がグリーンにあると

きは、その球はパッ

ティンググリーン上に

ある球である規則では、

グリーン周りの区域、

グリーン前方はグリー

ンではないがゲームの

区域である。 

 
キックの順番 

（1つの球がグリーンに

あり他の球がグリーン

の外にあることは無関

係に）ホールから遠い

位置にある球からキッ

クされる。しかし、グ

リーンとグリーン周り

の区域では、時間を割

くためにその順番通り 

 

 

 

 
マッチプレー: 

自分の順番でないのにプレーヤーがキックした場合

は、罰はないが相手はそのキックを無効にし、打ち

直しさせることができる。 
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にキックしなくても良い。その場合は罰はつかない。
もしプレーヤーたちが戦略的な理由によりキックの順
番を守らないことに合意した場合は、そのプレーヤー
たちは競技失格となる。 
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球のマークと拾い上げ 

パッティンググリーン上

の球はマークすることが

でき、その後で球を拾い

上げることができる。球

はボールマーカーかコイ

ンでマークすべきである。 

マークしている時に動いた球 

マークしている時や

ボールマークを拾った

り置いている時に偶然

により球かボールマー

カーが動いたときは、

罰なしで球を元の位置

に戻すことができる。 

他のプレーヤーによるマーク 

プレーヤーは他のプレー

ヤーに球をマークしても

らうことができる。球は

その球を拾い上げた人か

プレーヤーが元の位置に

プレースしなければなら

ない。 

誤球 

プレーヤーが、プレー

している球が自分の球

でないと分かった時は、

元の位置に戻り自分の

球でプレーしなければ

ならない。他の球によ

るキックはカウントさ

れないが2打罰を受け

る。プレーヤーが初め 

損傷した球 

プレーヤーの球が何ら

かの形で（単に傷つく

だけでなく）裂けたり

変形したり著しく損傷

した場合は、ホールが

終了した後に罰なしで

球を交換することがで

きる。交換をする前に 

パッティンググリーン面のテスト 

プレーヤーは、球を転が

したり、表面をこすった

り引っ掻いたりすること

によって、いかなるパッ

ティンググリーン面もテ

ストしてはならない。（2

打罰を受ける） 

動かせる自然物 

木の葉、小枝、石などは

罰なしで取り除くことが

できる。砂やはがれた地

面もグリーン上では取り

除くことができる。動か

せる自然物を取り除くこ

とにより球かボールマー

カーが動いた時は、罰な 

動かすことができる人工物 

グローブ、スコアカード、

その他の人口の障害物は

罰なしで取り除くことが

できる。これにより球が

動いた時は、無罰で球を

元にあった位置にプレー

スすることができる。 

www.fifg.org 3 0  

© Federation for International FootGolf 2014. All Rights Reserved. 

フットゴルフ規則集  

の球を見つけられない場合は、最後にプレーしたとこ

ろから戻り、1打罰を受け別の球をプレーしなければな

らない。プレーヤーがホールを誤球で終了し誤りを訂

正しなかった場合は、競技失格となる。 

プレーヤーは他のプレーヤーにそのことを宣言し、そ

の球を確認する機会を提供しなければならない。そう

しない場合は1打罰を受ける。 

しでプレーヤーはそれを元に戻すことができる。 

http://www.fifg.org/
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スプリンクラーヘッド 

スプリンクラーヘッド

は通常パッティンググ

リーンの外にあるが、

これはその近くグリー

ン周りで起こることで

ある。コースのグリー

ン周りは「ゲームの区

域」であり、そのため

スプリンクラーヘッド

がプレーヤーの位置や

キックを妨げる時に限

り、プレーヤーは罰な 

水たまりとその他の異常なグラウンド状態 

球やプレーヤーの位置

がこのような区域かそ

ばにあり、パットの線

がこのような区域の上

にあるとき救済を受け

ることができる。その

時は罰なしでホールに

近づかず、妨げる影響 

ボールマーカーにより方向が変わった球 

球がボールマーカーに

より方向が変わること

は「突然の状況」であ

る。その状況では罰な

しで球はあるがままに

プレーしなければなら

ない。 

他の球に当たった球 

グリーン上にある球が転がりグリーンにある別の

球に当たった時は1打罰を受ける。当てた球はある

がままでプレーしなければならず、動かされた球

は元の位置に戻してプレーしなければならない。

（グリーンの外からキックされた球の場合は罰に

ならない） 

マッチプレー：罰なしでプ

レーを続けることができる。

動かされた球は元の位置に

戻してプレーする。 

旗竿 

「旗竿」とは、ホール

の位置を示すために

ホールの中心に立てら

れた動かせる垂直の標

識をいい、旗などがそ

れに取り付けられてい

るかどうかは問わない。

旗竿の断面は円形で 

竿にもたれている球 

球が竿とホールの端に留

まっており、ホールの

エッジの下にない場合は

球を注意深くホールに落

とすために竿を動かした

り取ることができる。こ

の時、球は最後のキック

によりホールに入ったと

される。 

他のプレーヤーか外部要因に当たった球 

グリーンにある球を

キックし、それが他の

プレーヤー、動物（昆

虫と蠕虫を除く）、ま

たはその他の動く外部

要因か生きている外部

要因に当たったときは、

そのキックは取り消さ 

マッチプレー：球が相手か相手の携帯品に当たった時は罰は

つかない。この時、プレーヤーは球があるがままにプレーす

るか、そのキックを取り消しもう一度キックするか選ぶこと

ができる（球は元の位置に戻す）。 
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しで救済を受けることができる。スプリンクラーヘッ
ドがプレーの線の上にあるだけの時は、プレーヤーは
球をあるがままでプレーしなければならない。もし球
がグリーン上にありスプリンクラーヘッドがパットラ
インに上にある時は、罰なしでホールに近づかず、妨
げる影響がない一番近い場所に球を置くことができる。
（注：この位置はグリーンの外になることがある） 

がない一番近い場所に球を置くことができる。（注：
この位置はグリーンの外になることがある） 

なければならない。なお、球の動きに不当に影響を与
える可能性のある詰め物や衝撃吸収素材の使用は禁止
される。 

れ罰なしでもう一度キックする。 

http://www.fifg.org/
http://www.fifg.org/
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外部要素により動いた球 

グリーンにある球が外

部要素（観客、動物、

パートナー、他の球な

ど）により動かされた

場合は、罰なしでプ

レーヤーはその球を戻

さなければならない。

球が拾い上げられ 

ホールの端にある球 

プレーヤーの球がホー

ルの端に止まった際は

速やかにホールに向い

10秒待つ。もし球が

その間にホールに落ち

た場合は、カップイン

となる。10秒以降に

ホールに落ちた場合は

カップインとなるが1

打罰を受ける。 

ホールから飛び出した球 

球がカップインし、そ

の後に飛び出した場合

は、球がホールの中に

なければならないため、

それはカップインでは

ない。球は再度、キッ

クしなければならず、

つまりあるがままにプ

レーしなければならな

い。 

ダブルグリーン 

球がダブルグリーンの

他のホールの区域にあ

る時は、プレーヤーは

あるがままにプレーし

なければならない。も

し他のホールがプレー

の妨げとなるときは救

済を受けることができ 

誤ったグリーン 

球が誤ったグリーン

（ゴルフのグリーンの

可能性がある）にある

時は、プレーヤーはそ

こからはプレーできな

い。その時は、プレー

ヤーは罰なしにその

誤ったグリーンに球が 

容認またはカップインしない 

ストロークプレーでは

いかなるキックもOKは

されない。もしプレー

ヤーが誤って球を拾い

上げた場合は1打罰を受

け球を元の位置にプ

レースしホールにキッ

クしなければならない。

そうしなければ競技失

格となる。 

マッチプレー：プレーヤーは、相手がカップインできるかも

しれないことにより相手のキックを「OK」することができる。

「OK」されたキックを否認したり放棄することはできない。

ホールの結果は、「OK」されたプレーヤーがプレーを続ける

事実に影響されない。 

天候からの保護 
プレーヤーは天候から

球を保護しようとした

り、球を保護すること

を助けることはできな

い。キックする時か球

が動いている時も保護

できない。（2打罰） 
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持ち去られた場合は、罰なしでプレーヤーが他の球を
それが起きた位置に置かなければならない。 
マッチプレー：もし球が相手により動かされた場合は、
相手が1打罰を受け球は元の位置に戻さなければならな
い。 

る。他のホールがプレーの妨げとならない、ニアレス
トポイントに罰なしで球をプレースできる。 

入った位置にプレースしなければならない。誤ったグ
リーンはゴルフのグリーンか誤ったフットゴルフのグ
リーンのことがある。 

http://www.fifg.org/
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17. 動かされた球 

プレーヤーかその携帯品により動かされた場合 

プレーヤーの球を探して

いる（※）ときに、偶然

にキックを試した時は1

打罰を受ける（※異常な

グラウンド状態や人工物

の下、障害物、砂や葉に 

自然物 

自然物を動かす時は、1

打罰を受け球を元に

あった位置にプレース

しなければならない

（グリーンを除く。罰

はつかない） 

動かすことができる人工物 

人工物や障害物（レーキなど）を取り除く時は、無罰

で球を元にあった位置にプレースすることができる。

グリーンで球をマークする時は無罰で球を元にあった

位置にプレースすることができる。 

局外者により動かされた場合 

球が、他のプレーヤー、観客、動物などの局外者

に当てられた時は、罰なしで球を元の位置に戻す

ことができる。 

他の球により動かされた場合 

球が他のプレーヤー当

てられその球が動いた

時は、罰なしで球を元

の位置に戻すことがで

きる。（他の球はある

がままでプレーしなけ

ればならない） 

風により動かされた場合 

球が風やそれ自身で動

いた時は、罰なしで球

はその新たな位置から

プレーしなければなら

ない。 

マッチプレーで相手により動かされた場合 

球が捜索中に動いた時

は罰はなく、相手が1

打罰を受ける。球は元

の位置に戻さなければ

ならない。 
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覆われた柵にある球を探している際は、無罰で球をプ

レースすることができる。 

http://www.fifg.org/
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18. 動いている球 

プレーヤーかその携帯品に当たった時 

プレーヤーの球が自分

自身か携帯品に当たっ

た時は、1打罰を受け

その球はあるがままの

状態でプレーされなけ

ればならない。 

局外者に当たった時 

プレーヤーの動いてい

る球が局外者に当たっ

た時（他のプレーヤー、

観客、動物、木、鉄塔

など）、誰にも罰はな

く、その球はあるがま

まの状態でプレーされ

なければならない。  

  

 

 

 
他の球に当たった時 

球が、インプレーの止

まっている他の球に当

たった時は、罰はつか

ずプレーヤーは自分の

球をあるがままの状態

でプレーしなければな

らない。 

 

 

 

 
旗竿に当たった時 

パッティンググリーン

の外からキックした球

が、ホールにある、付

き添われていない旗竿

に当たった時は、罰な

しでその球はあるがま

まの状態でプレーされ

なければならない。 

マッチプレーで相手に当たった時 

罰はない。その球はあ

るがままの状態でプ

レーされるか、プレー

ヤーはそのキックを取

りやめ、キックし直す

ことができる（グリー

ンでは球を元の位置に

戻す） 
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（ただしパッティンググリーン上でストロークされて

動いているプレーヤーの球が、動いている局外者や生

きている局外者に当たった場合は、その球は罰なしで

キックし直さなければならない。 

（ただし、ストロークプレーでは、ストロークをする

前に両方の球がパッティンググリーン上にあったとき

は当てた競技者が2打の罰を受ける）。動かされた球は、

元の位置に戻さなければならない。 
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19. 練習 

19-1. ラウンド前やラウンド間の練習 

a.ストロークプレー 
ストロークプレー競技当日のラウンドやプレーオ
フ前に、競技者は競技の行われるコース上で練習
したり、パッティンググリーン上で球を転がした
り、パッティンググリーン面をこすったり引っ掻
いたりしてそのコースのパッティンググリーン面
をテストしてはならない。また連日にわたり2ラ
ウンド以上のストロークプレー競技が行われると
きは、競技者はラウンドとラウンドの間に、残り
の競技の行われるコース上で練習したり、あるい
は球を転がしたり、パッティンググリーン面をこ
すったり引っ掻いたりしてそのコースのパッティ
ンググリーン面をテストしてはならない。規則
19-1の違反は競技失格。 
注：委員会は、競技規定の中で、マッチプレー競
技の行われる当日の、競技の行われるコースでの
練習を禁止すること、ストローク競技の行われる
当日やラウンドとラウンドの間の、競技の行われ
るコースやそのコースの一部での練習を許すこと
ができる。 

b.マッチプレー 

マッチプレー競技の行われる当日、プレーヤーはラウ

ンド前に競技の行われるコース上で練習することがで

きる。 

19-2.ラウンド中の練習 

プレーヤーは、1ホールのプレー中に練習ストロークを

してはならない。 

規則19-2の違反の罰は 

 マッチプレーでは そのホールの負け 

 ストロークプレーでは 2打 

20. キック数の報告 
20-1.通則 

プレーヤーが要したキック数は受けた罰打を加えたも

のである。 

20-2.ストロークプレー 

罰を受けた競技者は、マーカーにそのことを速やかに

告げるべきである。 

20-3.マッチプレー 

a.キック数の報告 

相手は、1ホールのプレー中にプレーヤーがそれまで要

したキック数を、また1ホールのプレーを終えた後でそ

のホールで要したキック数を、プレーヤーに確かめる

ことができる。 

b.誤報 

プレーヤーは相手に誤報を与えてはならない。プ

レーヤーが誤報を与えた場合、プレーヤーはその

ホールの負けとなる。次の場合、プレーヤーは誤

報を与えたものとみなされる。 

1.罰を受けたことをできるだけ速やかに相手に告げな

かった場合。ただし(a)罰を伴う規則によってプ

レーヤーが処置していることが明らかであり、

しかもそれを相手が見ていたときか、(b)相手が次

のキックをする前に、プレーヤーが誤りを訂正したときを除

く。 

2.1ホールのプレー中にそれまでに要したキック数に

ついて間違った情報を与え、相手が次のキックをす

る前にその誤りを訂正しなかった場合。 

3.そのホールで要したキック数について間違った情報

を与え、そのためにそのホールの勝敗についての相

手の理解に影響を与えた場合。ただし、その組のプ

レーヤーの誰か1人が次のティーインググラウンドか

らプレーする前に(マッチの最後のホールでは、その

組のプレーヤー全員がそのパッティンググリーンを

離れる前に)その誤りを訂正したときを除く。 

プレーヤーが罰を受けていたことを知らなかったため

に罰を加えなかったとしても、プレーヤーは誤報を与

えたことになる。規則を知っておくことはプレーヤー

の責任である。 
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21.プレーの順番 

21-1.ストロークプレー 

a. 1ホールのプレーのスタート時 

最初のティーインググラウンドでオナーの競技者は、

組み合わせ表の順番による。組み合わせ表がないとき

は、オナーはくじ引きなどで決めるべきである。1ホー

ルのスコアが最少であった競技者が次のティーイング

グラウンドでもオナーであり、2番目に少ないスコアの

競技者が次にプレーし、以下同様の順番によってプ

レーする。あるホールで2人以上の競技者の1ホールの

スコアが同じであった場合、次のティーインググラウ

ンドでは前のティーインググラウンドと同じ順番でプ

レーする。 

 

例外：ハンディキャップ付ボギー競技、パー競技、ス

テーブルフォード競技。 

b. 1ホールのプレー中 

同じ組の競技者がそのホールのプレーを始めたら、

以後はホールから最も遠い球が先にプレーされる。

複数の球がホールから同じ距離にあるときや、ホー

ルとの位置関係が決めにくいときは、先にプレーす

る球をくじ引きなどで決めるべきである。 

例外：プレーの援助や妨げになる球とフォアボール・

ストロークプレー 

注：初めの球があるがままの状態でプレーされ

ることなく、競技者がその球を最後にプレーし

た箇所のできるだけ近くで球をプレーしなけれ

ばならないことが分かっている場合、プレーの

順番は前のストロークの行われた箇所により決

める。球を前のストロークが行われた所以外の

箇所からプレーすることができる場合は、プ

レーの順番は初めの球が止まっていた位置に

よって決められる。 

c.違った順番でプレーした場合 

競技者が違った順番でプレーしても罰はなく、その球

はあるがままの状態でプレーしなければならない。た

だし、競技者のうちの1人を有利にするために、違っ

た順番でプレーすることについて競技者の間に合意が

あったものと委員会が裁定したときは、関係競技者全

員が競技失格となる。 

21-2. マッチプレー 

a. 1ホールのプレーのスタート時 

最初のティーインググラウンドでオナーのサイドは、

組み合わせ表の順番による。組み合わせ表がないとき

は、オナーはくじ引きなどで決めるべきである。ホー

ルの勝ちを得たサイドは次のティーインググラウンド

でオナーであり、ハーフであった場合は前のティーイ

ンググラウンドでオナーであったサイドが続けてオ

ナーである。 

b. 1ホールのプレー中 

プレーヤーの双方がそのホールのプレーを始めたら、

以後ホールから遠い球が先にプレーされる。複数の

球がホールから同じ距離にあるときや、ホールとの

位置関係が決めにくいときは、先にプレーする球を

くじ引きなどで決めるべきである。例外：ベスト

ボールとフォアボール・マッチプレー 

注：初めの球があるがままの状態でプレーされ

ることなく、プレーヤーがその球を最後にプ

レーした箇所のできるだけ近くで球をプレーし

なければならないことが分かっている場合、プ

レーの順番は前のストロークの行われた箇所に

より決める。球を前のストロークが行われた所

以外の箇所からプレーすることができる場合は、

プレーの順番は初めの球が止まっていた位置に

よって決められる。 

c.違った順番でプレーした場合 

相手が先にプレーすべきであったのにプレーヤー

がプレーしても罰はないが、相手は直ちにそのプ

レーヤーに対して、そのストロークを取り消して、

正しい順番で、初めの球を最後にプレーした所の

できるだけ近くで球をプレーするよう要求するこ

とができる。 

21-3.ティーインググラウンドからの暫定球や他の球 

ティーインググラウンドから暫定球や他の球をプ

レーする場合、プレーヤーは相手や同伴競技者が

第1ストロークをした後にプレーしなければならな

い。複数のプレーヤーがティーインググラウンド

から暫定球をプレーすることを選んだり、 
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他の球をプレーすることを要する場合、初めのプレー

の順番通りでなければならない。プレーヤーがこれと

違う順番で暫定球や他の球をプレーしたときは、規則

1-1cか規則1-2cが適用となる。 

22. 障害物 

「障害物」とは人工の物をいい、道路・通路の人工の表

面と側面、および人造の氷を含む。ただし、次のものは

除く。 

a.アウトオブバウンズの境界を定めるもの。例えば、

壁、柵、杭、レールなど 

b.動かせない人工の物で、アウトオブバウンズにある

すべての部分 

c.委員会によりコースと不可分の部分に指定されてい

るすべての構築物 

障害物を特別な労力を要せずに、不当にプレーを遅らせ

ることなく、しかも物を壊したりするようなこともなく

動かすことができる場合は、その障害物は動かせる障害

物である。それ以外の場合は、その障害物は動かせない

障害物である。注：委員会はローカルルールを作って、

動かせる障害物であっても動かせない障害物に指定する

ことができる。 

 
22-1. 動かせる障害物 

プレーヤーは、動かせる障害物から罰なしに次の救済を

受けることができる。  

a.球が動かせる障害物の中や上にない場合は、その

障害物を取り除くことができる。球が動いた場合、

その球はリプレースされなければならない。その

際、球の動いた原因が障害物を取り除いたことに

直接的に結びつけられるときは、罰はない。 

b.球が動かせる障害物の中や上にある場合は、球を

拾い上げてその障害物を取り除くことができる。

この場合グリーン上では、その球は、球がその障

害物の中や上にあった場所の真下の地点にできる

だけ近い所にプレースされなければならない。 

 

この規則により拾い上げた場合、球はふくことができ

る。球が動いているときは、その球の動きに影響を及

ぼすかもしれない障害物は動かしてはならない。ただ

し、プレーヤーたちの携帯品や、付き添われたりさし

上げられた旗竿を除く。 

注：この規則によりプレースを要する球がすぐ

には取り戻せない場合には、別の球に取り替え

ることができる。 

www.fifg.org 37 

© Federation for International FootGolf 2014. All Rights Reserved. 

フットゴルフ規則集  

http://www.fifg.org/
http://www.fifg.org/
http://www.fifg.org/


 

 

 

 
 

© Federation for International FootGolf 2014. All Rights Reserved. 

22-2. 動かせない障害物 

a.障害 

動かせない障害物の中や上に球がある場合、または動か

せない障害物がプレーヤーの位置の妨げになる場合、動

かせない障害物による障害が生じたという。プレーヤー

の球がパッティンググリーン上にある場合で、パッティ

ンググリーン上にある動かせない障害物がプレーヤーの

パットの線上にかかるときもまた、障害が生じている。

それ以外のときは、動かせない障害物がプレーの線上に

かかっていても、それだけではこの規則にいう障害には

当たらない。 

b.救済 

球がウォーターハザードやラテラル・ウォーターハ

ザード内にあるときを除き、プレーヤーは罰なしで動

かせない障害物による障害から次の救済を受けること

ができる。 

(i)球がフェアウェイ上にあるときは、プレーヤー

は罰なしにその球を拾い上げて救済のニヤレスト

ポイントから1歩以内で、救済のニヤレストポイ

ントよりもホールに近づかない所にその球をプ

レースしなければならない。救済のニヤレストポ

イントは障害物内やパッティンググリーン上で

あってはならない。 

(ii)球がパッティンググリーンの上にあるときは、

プレーヤーは罰なしにその球を拾い上げて、ハ

ザード以外の所の救済のニヤレストポイントにそ

の球をプレースしなければならない。救済のニヤ

レストポイントはパッティンググリーンの外で

あってもよい。 

22-3.障害物の中で見つからない球 

障害物の方に向かっていった後で見つかっていな

い球がその障害物の中にあるかどうかの判定は事

実問題である。この規則を適用するためには、そ

の球がその障害物の中にあるということが分かっ

ていなければならない。 

a.動かせる障害物の中で見つからない球 

見つかっていない球が動かせる障害物の中にある

ことが分かっているか、ほぼ確実な場合、プレー

ヤーは球を取り替えて、罰なしにこの規則に基づ

く救済を受けることができる。プレーヤーが救済

を受けることを選択した場合は、その障害物を取

り除いた上、その動かせる障害物の最も外側の縁

を球が最後に横切った地点の真下の地点にできる

だけ近い箇所で、しかもホールに近づかない場所

に、球をフェアウェイかグリーン上にプレースし

なければならない。 

b. 動かせない障害物の中で見つからない球 

見つかっていない球が動かせない障害物の中にあ

ることが分かっているか、ほぼ確実な場合、プ

レーヤーはこの規則に基づく救済を受けることが

できる。プレーヤーが救済を受けることを選択し

た場合は、その障害物の最も外側の縁をその球が

最後に横切った地点が決められなければならず、

この規則の適用に限って、球はその地点にあった

ものとみなされ、プレーヤーは次の処置をとらな

ければならない。:(i)フェアウェイ上：フェアウェイ

上で球が動かせない障害物の最も外側の縁を最後に横

切って中に入ったときは、プレーヤーは罰なしに別の球

に取り替えることができる。 

(ii)バンカー内：バンカー内で球が動かせない障害

物の最も外側の縁を最後に横切って中に入ったと

きは、プレーヤーは罰なしに別の球に取り替える

ことができる。(iii)ウォーターハザード(ラテラ

ル・ウォーターハザードを含む)内：ウォーターハ

ザード内で球が動かせない障害物の最も外側の縁

を最後に横切って中に入ったときは、プレーヤー

は罰なしには救済を受けることはできない。 

(iv)パッティンググリーン上：パッティンググリー

ン上で球が動かせない障害物の最も外側の縁を最

後に横切って中に入ったときは、プレーヤーは罰

なしに別の球に取り替えることができる。 

規則の違反の罰はマッチプレーではそのホールの負け、

ストロークプレーでは2打罰。 
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23.その他のプレー形式 

スリーサムとフォアサム 

1. 通則 

スリーサムやフォアサムでは、各ラウンドとも正規の

ラウンド中は、パートナー同士は交互にティーイング

グラウンドからプレーし、また各ホールのプレー中も

交互にプレーしなければならない。罰打はプレーの順

番に影響しない。 

2. ストロークプレー 

パートナー同士が間違った打順で1打でもキック

をした場合、そのサイドはそのキックをすべて取

り消し、2打の罰を受ける。そのサイドは、間

違った打順でプレーを始めた所のできるだけ近く

で、正しい順番で球をプレーしてその誤りを訂正

しなければならない。誤りを訂正しないで次の

ティーインググラウンドからキックをしたときは

(ラウンドの最終ホールでは、誤りを訂正する意

思を宣言しないでパッティンググリーンを離れた

ときは)、そのサイドは競技失格となる。 

3. マッチプレー 
パートナーがプレーすべき順番であったのにプ
レーヤーがプレーしたときは、そのサイドはその
ホールの負けとなる。 

 
スリーボール、ベストボール、フォアボールの各

マッチプレー 

 
1.フットゴルフ規則は 

下記の特別規則と矛盾しない限り、スリーボールとベ

ストボール、フォアボールの各マッチにも適用となる。 

 
2.スリーボール・マッチプレー 

a.止まっている球が相手により動かされる 

規則に規定されている場合を除き、相手かその携帯品

がプレーヤーの球に触ったり、動かしたりし、それが

球を捜索中に起こらなかった場合は、相手はそのプ

レーヤーとのプレーしているマッチで1打罰を受ける。

しかし、他のプレーヤーとのマッチでは罰を受けない。 

b.球が相手により偶然に方向を変えられたり止められ

た場合 

プレーヤーの球が相手の1人またはその携帯品に

よって偶然に方向を変えられたり止められても、

誰にも罰はない。プレーヤーは、その相手との

マッチでは、どちらかのサイドが次のキックを行

う前に、そのストロークを取り消した上、初めの

球を最後にプレーした所のできるだけ近くで、球

を罰なしにプレーするか、その球をあるがままの

状態でプレーすることができる。他の相手との

マッチでは、球はあるがままの状態でプレーされ

なければならない。 

3.ベストボールとフォアボール・マッチプレー 

a.サイドの代表者 

サイドはパートナーの1人にそのマッチの全部を代表さ

せることも一部を代表させることもでき、必ずしもパー

トナー全員が出場する必要はない。欠場していたパート

ナーはホールとホールの間でマッチに加わることができ

るが、1ホールのプレー中の間はマッチに加わってはな

らない。 

b.プレーの順番 

同じサイドの球は、そのサイドの任意の打順でプ

レーすることができる。 
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c. 誤球 

プレーヤーが誤球をキックしたことに対してその

ホールの負けの罰を受けるときは、そのプレーヤー

はそのホールについては失格となるが、パートナー

はたとえその誤球の持主であっても何ら罰を受けな

い。誤球が他のプレーヤーの球であった場合、球の

持主は誤球のプレーが最初に起きた箇所に球をプ

レースしなければならない。 

d. サイドの競技失格 

(i)パートナーのうち1人でも次のどれかの規則に基づいて

競技失格の罰を受けた場合、そのサイドは競技失格となる。 

•合意の反則 

•ゲームにとって異質物か不適正な球を使う 

•ハンディキャップ競技では、マッチを始める前に、

プレーヤーは互いにそれぞれのハンディキャップを

決めるべきである。プレーヤーがそのプレーヤーに

認められるハンディキャップよりも多いハンディ

キャップを宣言した上でマッチを始め、このことが

与えたり受けるストローク数に影響した場合、その

プレーヤーは競技失格となる。それ以外の場合には、

プレーヤーは宣言したハンディキャップでプレーし

なければならない。 

•不当の遅延；スロープレー 

•人工の機器と異常な携帯品、携帯品の異常な使用 

(ii)パートナー全員が次のどちらかの規則に基づい

て競技失格の罰を受けた場合、そのサイドは競技

失格となる。 

•スタート時間と組み合わせ 

•プレーの中断 

(iii)前記以外の場合には、競技失格となるような規則違

反があっても、プレーヤーはそのホールだけの失格とな

る。 

f.罰のパートナーへの影響 

プレーヤーの規則違反がパートナーのプレーの援

助となったり、逆に相手のプレーに不利に働いた

場合、プレーヤーが罰を受けるほか、そのパート

ナーも該当する罰を受ける。前記以外の場合には、

プレーヤーが規則違反に対して罰を受けても、そ

の罰はパートナーには適用とならない。罰はその

ホールの負けと記載されている場合、プレーヤー

はそのホールだけの失格となる。 

フォアボール・ストロークプレー 

1. 通則 

フットゴルフ規則は、次の特別規則に矛盾しない限り

フォアボール・ストロークプレーにも適用となる。 

2.サイドの代表者 

サイドはパートナーのどちらかに正規のラウンドの全部

を代表させることも一部を代表させることもでき、必ず

しも両方のパートナーが出場する必要はない。欠場して

いた競技者はホールとホールの間で自分のパートナーと

合流することができるが、1ホールのプレー中の間は加

わってはならない。 

3.スコアの記録 

マーカーは、パートナー2人のスコアのうちどちらか

採用となる方のグロススコアだけを、ホールごとに記

録することを求められる。採用となるグロススコアは

個人別に分かるようになっていなければならず、個人

別に分からないときはそのサイドは競技失格となる。

ラウンド後は、プレーヤーはプレーヤーのホールごと

のスコアを確認しなければならず、全ての疑わしい問

題は委員会により裁定されるものとする。プレーヤー

はマーカーがスコアカードに署名をしたかを確認しな

ければならず、プレーヤーもそのスコアカードに署名

し、パートナーのうち1人だけはこの規則に従うこと

について責任を持つことを要し、可能な限り早く委員

会に提出しなければならない。 

4. プレーの順番 

同じサイドの球はそのサイドの任意の打順でプレーす

ることができる。 

5. 誤球 

競技者が誤球をキックして規則違反となる場合、競

技者は2打の罰を受け、正球をプレーするか規則に

基づいた処置をすることによって誤りを正さなくて

はならない。プレーヤーのパートナーは、たとえそ

の誤球の持主であっても、何ら罰を受けない。誤球

が他の競技者の球であった場合、その球の持主は誤

球のプレーが最初に起きた箇所に球をプレースしな

ければならない。 
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6.罰と競技失格 

a.サイドのパートナーによる違反 

パートナーのうち1人でも次のどれかの規則に基づいて

競技失格の罰を受けた場合、そのサイドは競技失格と

なる。 

•合意の反則 

•プレーヤーが他のプレーヤーの権利に関わる規則
に従うことを拒む場合、そのプレーヤーは競技失
格となる。 

•ボール 

•ハンディキャップ 

•スコアカードの署名と提出 

•ホールのスコアの誤記 

•不当の遅延；スロープレー 

•ラウンド前やラウンド間の練習 

•人工の機器と異常な携帯品、携帯品の異常な使用 

•プレーの援助になる球 

•採用されたグロススコアが個人別に分からないとき 

•委員会によって課せられた競技失格の罰 

b.両方のパートナーによる規則違反 

次のどちらかの違反があった場合、そのサイドは競技
失格となる。  

(i)パートナー双方がスタート時間と組み合わせかプレーの中

断の違反に対して競技失格の罰を受ける場合。  

(ii)パートナー双方が同じホールでその競技、ある

いはそのホールの失格の罰である規則の違反をし

た場合。 

c.そのホールだけ失格 

規則違反の罰が競技失格の場合でも、その他の場合は

すべて、競技者は規則違反があったそのホールだけの

失格となる。 

7.罰のパートナーへの影響 

競技者の規則違反がパートナーのプレーの援助と

なった場合、競技者が罰を受けるほか、そのパー

トナーも該当する罰を受ける。前記以外の場合に

は、競技者が規則違反に対して罰を受けても、そ

の罰はパートナーには適用とならない。 

ボギー競技、パー競技、ステーブルフォード競技 

1.  競技規定 

ボギー競技、パー競技、ステーブルフォード競技は、

どれもホールごとに決められているスコアに対してプ

レーするストローク競技の一種であり、次の特別規則

に矛盾しない限り、ストロークプレーの規則が適用と

なる。ハンディキャップ付きボギー競技､パー競技、ス

テーブルフォード競技の場合、ホールのネットスコア

が最も少ない競技者が次のティーインググラウンドで

オナーとなる。 

a.ボギー競技とパー競技 

ボギー競技とパー競技での得点のつけ方は、マッチプ

レーの場合と同様である。ただし、競技者がスコアを

申告しなかったホールは負けとして扱われる。各ホー

ルの勝ち負けを集計して最高の成績を得た競技者が、

優勝者である。マーカーは競技者のネットスコアが

ホールごとに決められているスコアと同じかそれより

少なかったホールについて、そのホールのグロススコ

アだけをスコアカードに記入することについて責任が

ある。 

注：次の規則に基づいて競技失格以外の罰を受ける場合、

競技者のスコアはその該当する規則に基づいてホールを

差し引くことによって調整される。 

•1ラウンドにつき罰の限度があるローカルルールや競

技の条件 

競技者は委員会が罰を適用できるようにスコアカード

を提出する前にそのような違反に関する事実を委員会

に報告する責任がある。競技者が委員会に自分の違反

を報告しなかった場合は競技失格となる。 

2. 注：競技者が不当の遅延；スロープレーの

違反をした場合、委員会は総ホール数から1

ホールを差し引くことになる。 
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b.ステーブルフォード競技 

ステーブルフォード競技での得点は、ホールごとに決

められているスコアとの比較で競技者に次の点数が与

えられ、それを集計して決める。 

プレーしたホールで 点数 

決められたスコアより2打以上多いか、スコアの申
告がないとき 

0 

決められたスコアより1打多いとき 1 

決められたスコアと同じとき 2 

決められたスコアより1打少ないとき 3 

決められたスコアより2打少ないとき 4 

決められたスコアより3打少ないとき 5 

決められたスコアより4打少ないとき 6 

競技者の得点数を集計して最高点を得た競技者が、優

勝者である。マーカーは、競技者のネットスコアが1

点以上の得点となった各ホールについて、そのホール

のグロススコアだけをスコアカードに記入することに

ついて責任がある。 

注1：競技者がラウンドについて罰の限度のある

規則違反をした場合、スコアカードを提出する

前に委員会にその事実を報告しなければならず、

そうしなかった場合には競技失格となる。委員

会はそのラウンドでの総得点数から違反があっ

た各ホールについて2点ずつ差し引く。ただし、

差し引くのは各規則違反に対して1ラウンドにつ

き最高4点までとする。 
 

注2：競技者がスタート時間、不当の遅延；ス

ロープレーの違反をした場合、委員会はそのラ

ウンドの総得点数から2点を差し引く。 

d-2.罰と競技失格 

a.競技に失格 

次のどれかの規則に基づいて競技失格の罰を受けた場

合、その競技者は競技失格となる。 

•合意の反則 

•規則に従うことを拒む 

•ボール 

•ハンディキャップ 

•スタート時間と組み合わせ 

•キャディ 

•スコアカードの署名と提出 

•ホールのスコアの誤記 

•不当の遅延；スロープレー 

•プレーの中断 

•ラウンド前やラウンド間での練習 

•人工の機器と異常な携帯品、携帯品の異常な使用 

•プレーの援助になる球 

•委員会によって課せられた競技失格の罰 

b.そのホールだけ失格 

前記以外の場合はすべて、規則違反の罰が競技失格で

ある場合でも、競技者は規則違反があったそのホール

だけの失格となる。 
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24.委員会 

1. 競技規定；規則の適用排除 

委員会は、それに基づいて競技がプレーされる競技規

定を作らなければならない。委員会は、フットゴルフ

規則の適用を排除する権限を持たない。ストロークプ

レーについての幾つかの規則はマッチプレーの規則と

本質的に違うので、両方を同時にプレーすることはで

きず、また許されない。そのような状況でプレーされ

たマッチの結果は無効であり、ストロークプレー競技

では、関係競技者は競技失格となる。ストロークプ

レーでは、委員会はコーチの任務を制限することがで

きる。 

24-2. コース 

a.境界と限界の明確化 

委員会は、次のものを正確に定めなければならない。 

(i)コースとアウトオブバウンズ 

(ii)ウォーターハザードとラテラル・ウォーターハザード

の限界 

(ii) 修理地と 

(iii)障害物とコースと不可分の部分 

b.新しいホール 

ホールの損傷状態がホールの定義に適合するように修

理することができないぐらいひどい場合には、委員会

はそのホールの近くで似たような状態の場所に新しい

ホールを設けることができる。 

c.練習場 

競技が行われるコースの外側に使用できる練習場が

ない場合、委員会は、もし可能であれば、競技の行

われる日にプレーヤーが練習できる場所を設けてお

くべきである。ストローク競技の行われる日には、

委員会は競技の行われるコースのパッティンググ

リーン上やパッティンググリーンに向けての練習、

およびハザード内での練習を、一般的には、許すべ

きでない。 

d.プレー不能のコース状態 

委員会や委員会より権限を与えられた人が、何らかの

理由で、コースがプレーできる状態でないとか、ゲー

ム本来のプレーが不可能な状況であると考える場合、

マッチプレーとストロークプレーの両方において、一

時的にプレーの中断を命じるか、ストロークプレーに

おいては、プレーの中断を命じるか、そのラウンドの

プレーを無効としてスコアを全部取り消すことができ

る。ラウンドが取り消しとなったときは、そのラウン

ドで受けたすべての罰も取り消しとなる。 

24-3.スタート時間と組み合わせ 

委員会はスタート時間表を作り、また、ストロークプ
レーでは、一緒にプレーしなければならない競技者の
組み合わせを決めなければならない。マッチプレー競
技が長期間にわたって行われる場合、委員会は各ラウ
ンドについて済ませなければならない日限を決める。
なお、日限内でマッチを行う日をプレーヤー間で取り
決めることが認められる場合には、委員会は、日限前
のプレーについてプレーヤー間で合意した場合を除き、
日限の最終日の指定時間にマッチを行わなければなら
ないことを、前もって知らせておくべきである。 

24-4.ハンディキャップストローク表 

委員会は、ハンディキャップストロークを与えたり受

けるべきホールの順番を示す表を公表しなければなら

ない。 

24-5.スコアカード 

ストロークプレーでは、委員会は日付と競技者の名前

(フォアサムやフォアボールのストロークプレーでは、

同じサイドの競技者2人の名前)が記入されているスコ

アカードを各競技者に用意しなければならない。スト

ロークプレーでは、委員会は各ホールのスコアの加算

とスコアカードに記入されているハンディキャップの

適用について責任がある。フォアボール・ストローク

プレーでは、スコアカードに記入されているハンディ

キャップを適用した上、ホールごとに良い方のスコア

を記録し、ホールごとの良い方のスコアの加算するこ

とについて責任がある。ボギー競技とパー競技、ス

テーブルフォード競技では、委員会はスコアカードに

記入されているハンディキャップの適用し、各ホール

の勝ち負けや合計スコアの最終結果を決定しなければ

ならない。 

委員会は各競技者に日付と自分の名前をスコア

カードに記入するように要求することができる。 

24-6.タイの決定  

委員会は、ハンディキャップ競技であるかどうかにか

かわらず、ハーフのマッチやストロークプレーでのタ

イの順位を決定する方法と実施の日時を、前もって知

らせておかなければならない。ハーフのマッチをスト

ロークプレーで勝敗を決めたり、ストロークプレーでの

タイをマッチで順位を決めてはならない。 
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24-7.競技失格の罰；委員会の自由裁量権 

委員会は、正当な措置と判断したときは、例外的な事

例に限って、個々に、競技失格の罰を免除したり修正

することができ、また逆に、競技失格の罰を課すこと

もできる。競技失格の罰よりも軽い罰は、どのような

場合も免除したり修正してはならない。委員会はプ

レーヤーがエチケットの重大な違反に当たると考えた

場合、この規則に基づいて競技失格の罰を課すことが

できる。 

24-8.ローカルルール 

a.制定の方針 

委員会は、規則に従っているものであれば、異常なグラ

ウンド状態に対応するためローカルルールを作ることが

できる。 

b.規則の無視や修正 

ローカルルールによりFIFGのフットゴルフ規則を無視

したりしてはならない。とはいえ、一定限度、マッチ

の正しい手順を妨げる異常なグラウンドの状態にある

と委員会が考えるときは、一般の規則を修正したロー

カルルールを作成する必要がある。 

25.紛議と裁定 
25-1.クレームと罰 

a.ストロークプレー 

ストロークプレーでは、競技が終わった後は、どの

ような罰も取り下げたり修正してはならず、また課

してもならない。競技は競技の結果が公式に発表さ

れた時(マッチプレーに進む人を選ぶストロークプ

レーによる予選ラウンドでは、そのプレーヤーが最

初のマッチでティーオフした時)をもって終わる。 

例外：次の場合には、競技が終わった後でも、競技失

格の罰が課されなければならない。 

(i)競技者に合意の反則の違反があった場合。 
(ii)スコアカードを提出したが、それに記入されたハン
ディキャップが競技者の正しいハンディキャップより
も多いことを、本人は競技の終わる前に知っており、
しかもそのために競技者の受けたハンディキャップス
トローク数に影響があった場合 
(iii)競技者の申告したスコアが、どのような理由であれ、
1ホールでも真実のスコアより少なかった場合。ただ
し、罰を受けていたことを競技が終わる前には知らな
かったために、その罰打をスコアに加えなかったこと
が理由であるときを除く。 
(iv)競技失格となる規則違反をしていたことを、競技者
が競技の終わる前に知っていた場合 

b. マッチプレー 

クレームが出された場合、委員会は、必要であれば

マッチの状態を調整できるように、できるだけ早く

裁定を下すべきである。プレーヤーがいかなる規則

の効力を除外することに合意したり、科される罰を無

視することはできない。もしプレーヤーがそうした場

合は、競技失格を含めた規則違反に関する罰が時限が

なく科される可能性がある。 

 
25-2. レフェリーの裁定 

委員会より委嘱をうけているレフェリーの裁定は

最終である。 
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フットゴルフ規則集  

 
 
25-3.委員会の裁定 

レフェリーを委嘱していない場合は、規則に関してど

のような疑問点や争点も委員会に意見を求めなければ

ならず、委員会の裁定は最終である。委員会が裁定を

出せないときは、委員会はその疑問点や争点をフット

ゴルフの規則委員会に照会することができる。フット

ゴルフの規則委員会の裁定は、最終である。 

 

疑問点や争点について委員会よりフットゴルフの規則

委員会へ照会されていなかった場合、プレーヤーは関

係当事者の同意を得た供述書を、的確に任命された委

員会の代表者を通じ、フットゴルフの規則委員会に送

り、その供述書により委員会の裁定の公平性に関連し

た意見を表現することができる。その回答は任命され

た代表者宛に送られる。プレーがフットゴルフ規則に

従って行われたものでない場合には、フットゴルフの

規則委員会はどのような質問にも裁定を与えない。 
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