
※表記の内容は変更になる場合がございます。ご承知おきください。

地　区 大会名 開催日 開催ゴルフ場 ﾁｰﾑ数(人数) TEL 〒 住所 カート 料金 休憩

北海道 予選 7/20(木) 札幌ゴルフ倶楽部/輪厚コース ４０(８０) 011-376-2231 061-1264 北海道北広島市輪厚77 歩き 大会特別料金 スルー

東北 予選 8/5(土) 泉パークタウンゴルフ倶楽部 ４０(８０) 022-378-3311 981-3206 宮城県仙台市泉区明通1-1-1 カート ¥18,600 あり

予選① 6/24(土) 東千葉カントリークラブ／東コース ５０(１００) 0475-54-2681 283-0825 千葉県東金市滝503 カート ¥20,390 あり

予選② 6/25(日) 東武藤が丘カントリー倶楽部 ４４(８８) 0282-62-0755 323-1108 栃木県栃木市藤岡町太田 3857-1 カート \18,270 (昼付) あり

予選③ 7/1(土) 石岡ゴルフ倶楽部 ５０(１００) 0299-58-5111 311-3401 茨城県小美玉市世楽１０５０−１ カート ¥21,806 あり

予選④ 7/9(日) オールドオーチャードゴルフクラブ ４０(８０) 029-292-7777 311-3142 茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田686-3 カート ¥19,000 あり

決 勝 7/25(火) 大洗ゴルフ倶楽部 ８０(１６０) 029-266-1234 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8231-1 歩き 大会特別料金 あり

予選① 6/14(水) キングフィールズゴルフクラブ ６０(１２０) 0436-36-6111 290-0212 千葉県市原市新巻377 カート ¥17,744 あり

予選② 6/20(火) 鳩山カントリークラブ ６０(１２０) 049-296-5511 350-0302 埼玉県比企郡鳩山町大橋1186-2 カート ¥15,000 あり

予選③ 6/26(月) 龍ヶ崎カントリー倶楽部 ４０(８０) 0297-62-2611 301-8602 茨城県龍ヶ崎市泉町2080番地 歩き 大会特別料金 あり

予選④ 7/4(火) メイプルポイントゴルフクラブ ６０(１２０) 0554-63-5111 409-0114  山梨県上野原市鶴島3600番地 カート ¥16,000 あり

決 勝 8/7(月) 狭山ゴルフ・クラブ／西・東 ８０(１６０) 04-2936-1321 358-0041 埼玉県入間市下谷ヶ貫492 歩き 大会特別料金 あり

予選① 7/7(金) 立野クラシックゴルフ倶楽部 ６０(１２０) 0436-95-1111 290-0242 千葉県市原市中高根1166 カート ¥14,724 あり

予選② 7/18(火) 富士桜カントリー倶楽部 ６０(１２０) 0555-73-2211 401-0302 山梨県南都留郡富士河口湖町小立7187-4 カート 大会特別料金 あり

予選③ 7/20(木) 東京バーディクラブ ６０(１２０) 0428-74-5960 198-0003 東京都青梅市小曾木５-２９４３ カート ¥17,300 あり

予選④ 7/28(金) 東名カントリークラブ/裾野-桃園 ５０(１００) 055-992-3331 410-1126 静岡県裾野市桃園300 カート ¥14,000 あり

決 勝 9/4(月) 鳴沢ゴルフ倶楽部 ８０(１６０) 0555-85-3611 401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村5224 歩き ¥20,100 あり

予選① 6/29(木) セントクリークゴルフクラブ／SOUTH-EAST ６０(１２０) 0565-64-2121 444-2527 愛知県豊田市月原町黒木1-1 カート ¥16,084 あり

予選② 7/6(木) 春日井カントリークラブ／西コース ７０(１４０) 0568-88-0555 480-0302 愛知県春日井市西尾町1071 カート ￥16420 (昼付) あり

予選③ 7/8(土) 日本ラインゴルフ倶楽部／西コース ５０(１００) 0574-65-2121 509-0253 岐阜県可児市室原87番地 カート ￥19980 (昼付) あり

予選④ 7/29(土) 三鈴カントリー倶楽部 ６０(１２０) 059-371-1551 519-0324 三重県鈴鹿市小社町767 カート ￥18500 (昼付) あり

決勝 8/28(月) 愛知カンツリー倶楽部 ８０(１６０) 052-701-1161 465-0067 愛知県名古屋市名東区猪高町高針字山ノ中20-1 カート 大会特別料金 あり

予選① 6/6(火) 瀬田ゴルフコース／北コース ９０(１８０) 077-544-1111 520-2125 滋賀県大津市瀬田橋本町12 カート ¥18,000 あり

予選② 6/16(金) 太平洋クラブ 六甲コース ５０(１００) 0794-72-1211 673-1244 兵庫県三木市吉川町水上 1582-1 カート ￥14740 (昼付) あり

予選③ 7/4(火) センチュリー三木ゴルフ倶楽部 ８０(１６０) 0794-86-2600 673-0721 兵庫県三木市細川町高篠梨ノ木152 カート ￥12,740 (昼付) あり

決 勝 7/25(火) 鳴尾ゴルフ倶楽部 ８０(１６０) 072-794-1011 666-0155  兵庫県川西市西畦野字金ヶ谷1-4 歩き 大会特別料金 あり

予選① 7/2(日) グランディ鳴門ゴルフクラブ３６/ｲｰｽﾄｺｰｽ ８０(１６０) 088-682-0246 771-0376 徳島県鳴門市北灘町折野字大川筋182 カート ¥17,000 あり

予選② 7/12(水) 小野東洋ゴルフ倶楽部 ６８(１３６) 0794-62-6881 675-1315 兵庫県小野市日吉町 570-1 カート \16,700 (昼付) あり

予選③ 7/28(金) 六甲国際ゴルフ倶楽部／東コース ５０(１００) 078-581-2331 651-1263 兵庫県神戸市北区山田町西下字押部道15 カート ¥17,720 あり

決勝 8/28(月) ＡＢＣゴルフ倶楽部 ８０(１６０) 0795-47-1000 673-1313 兵庫県加東市永福933番地の20 カート 大会特別料金 あり

予選① 7/3(月) 福岡雷山ゴルフ倶楽部 ７０(１４０) 092-322-7575 819-1574 福岡県糸島市川原807 カート ¥13,900 あり

予選② 7/22(土) 宇部７２カントリークラブ/万年池 東コース ５０(１００) 0836-65-5151 754-1277  山口県山口市阿知須2423番地1 カート ¥14,961 あり

予選③ 8/4(金) 熊本空港カントリークラブ ６０(１２０) 096-232-0123 869-1106 熊本県菊池郡菊陽町曲手838 カート ¥10,500 あり

決勝 9/25(月) 芥屋ゴルフ倶楽部 ８０(１６０) 092-327-0261 819-1335 福岡県糸島市志摩芥屋1-1 カート 大会特別料金 あり

全日本 決 勝 10/12(木) 片山津ゴルフ倶楽部/片山津ゴルフ場/白山ｺｰｽ ８５(１７０) 0761-74-0810 922-0401 石川県加賀市新保町ト1の1 歩き 大会特別料金 スルー
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