
地区 締切⽇ ⼤会会場 コース 住所 ＴＥＬ プレー費
⼿引きカート

の使⽤
定員

8歳・9歳の部
開催会場

北海道 10 ⽉ 28 ⽇ （⼟）  樽前カントリークラブ 北→南
〒059-1275
北海道苫⼩牧市錦岡491

0144-67-0131 ¥6,681 ¥3,888 （キャディー付） 可 32名 キャディ付き

東北 11 ⽉ 3 ⽇ （祝）  郡⼭ゴルフ倶楽部
〒963-0126
福島県郡⼭市三穂⽥町⼭⼝字⼤窪12

024-954-2011 ¥6,500 40名
要帯同キャディ
（要保護者）

11 ⽉ 4 ⽇ （⼟） 112名 キャディ付き

11 ⽉ 11 ⽇ （⼟） 10⽉27⽇ 112名 キャディ付き

11 ⽉ 5 ⽇ （⽇） 10⽉17⽇ 108名 キャディ付き

12 ⽉ 16 ⽇ （⼟） 108名 キャディ付き

11 ⽉ 23 ⽇ （祝） 160名

12 ⽉ 2 ⽇ （⼟） 120名

12 ⽉ 10 ⽇ （⽇） 160名

12 ⽉ 23 ⽇ （祝）  ⽔⼾レイクスカントリークラブ
〒311-4306
茨城県東茨城郡城⾥町春園754

029-288-5600 \6,500（昼⾷付） ¥3,240 （キャディー付） 可 80名

12 ⽉ 24 ⽇ （⽇）  サンコー72カントリークラブ
中⾼男・⼩学⼥ 岩平→吉井
中⾼⼥・⼩学男 吉井→⾼崎

〒370-2131
群⾺県⾼崎市吉井町岩崎2179

027-388-2800
￥6,760

(税別、昼⾷付)
\3,500 （税込） (キャディー付) 可 160名

12 ⽉ 27 ⽇ （⽔）  ⼤栄カントリー倶楽部
〒287-0214
千葉県成⽥市横⼭638

0476-73-5522 ¥5,400 ¥3,240 （キャディー付） 可 120名 キャディ付き

12 ⽉ 23 ⽇ （祝）  みとゴルフ倶楽部
〒441-0323
愛知県豊川市御津町⾦野籠⽥37-27

0533-75-3900 \4,900  (税込) 80名

12 ⽉ 24 ⽇ （⽇）  トーシンプリンスビルゴルフコース
〒514-2113
三重県津市美⾥町三郷588

059-279-3088 \6,800  (税別) \1,200  (税別)
10歳・11歳の部

要運転⼿募集
可 48名

要帯同キャディ
（要保護者）

1 ⽉ 6 ⽇ （⼟）  さなげカントリークラブ
〒470-0344
愛知県豊⽥市保⾒町⼩⿊実８８

0565-48-1301 \6,000 （昼⾷付） 80名
要帯同キャディ
（要保護者）

11 ⽉ 11 ⽇ （⼟） 10⽉27⽇  瑞穂ゴルフ倶楽部
〒622-0322
京都府船井郡京丹波町⼤朴⽫引１番地

0771-86-1515
\6,060
(税別)

\3,000(税別) (キャディー付) 可 80名

11 ⽉ 23 ⽇ （祝）  アイランドゴルフガーデン千草
〒671-3212
兵庫県宍粟市千種町鷹巣24-2

0790-76-3333
6,530円

(税込・限定昼⾷付)
80名

要帯同キャディ
（要保護者）

12 ⽉ 26 ⽇ （⽕）  宇治⽥原カントリー倶楽部
中⾼男 嘉納→⼤杉
その他 ⼤杉→⼤福

〒610-0211
京都府綴喜郡宇治⽥原町奥⼭⽥⻑尾31の2

0774-88-3000
\6,050

（税別、昼⾷付）
可 96名

要帯同キャディ
（要保護者）

四国 12 ⽉ 2 ⽇ （⼟）  ロイヤル⾼松カントリークラブ
〒761-2102
⾹川県綾歌郡綾川町千⽦1848

087-877-0307
\5,500
(税込)

\1,080
（税込）

要運転⼿募集 可 40名

中国 11 ⽉ 11 ⽇ （⼟） 10⽉27⽇  広島ゴルフ倶楽部・鈴が峰コース
〒731-5122
広島県広島市佐伯区五⽇市町⼤字皆賀413

082-922-1234 \4,430 （税込） 40名
要帯同キャディ
（要保護者）

12 ⽉ 3 ⽇ （⽇）  ローレル⽇⽥カントリークラブ
〒877-1361
⼤分県⽇⽥市⼤字⻄有⽥1900

0973-22-4111 ¥6,900 可 56名

12 ⽉ 24 ⽇ （⽇）  司菊⽔ゴルフクラブ
〒865-0123
熊本県⽟名郡和⽔町⽶渡尾1380

0968-86-3123 \6,000 （昼⾷付） 可 72名
要帯同キャディ
（要保護者）

◎決勝⼤会
⼩学男⼥の部︓平成３０年２⽉１７⽇（⼟）、１８⽇（⽇）／２⽇間競技  ※１６⽇（⾦）／指定練習⽇ 会場:サンコー72カントリークラブ・東コース（群⾺県⾼崎市） 
中⾼男⼥の部︓平成３０年２⽉２４⽇（⼟）〜２⽉２６⽇（⽉）／３⽇間競技・２Rカット有り  ※２３⽇（⾦）／指定練習⽇ 会場:ロイヤルメドウゴルフ倶楽部（栃⽊県芳賀郡）

11⽉2⽇

￥6,390
（税別、朝昼⾷付）

九州

 ロイヤルメドウゴルフ倶楽部

関⻄

¥3,240

028-677-3111 (要運転⼿募集)

11⽉2⽇

（キャディー付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⼤ 会 ⽇ 程 カートフィー（原則、⼩学⽣のみ）

（全部⾨要運転⼿募集）

（キャディー付）

中部

関東

 那須⼩川ゴルフクラブ

0287-83-1100

〒321-3301
栃⽊県芳賀郡芳賀町給部268-6

10⽉17⽇

（要運転⼿募集）

〒321-0602
栃⽊県那須烏⼭市⼤桶2401

（要運転⼿募集）

\6,900（昼⾷付）

11⽉2⽇

〒324-0502
栃⽊県那須郡那珂川町三輪1283

※全部⾨乗⽤カートを使⽤、ボランティア運転⼿募集

※全部⾨乗⽤カートを使⽤、ボランティア運転⼿募集

可

※乗⽤カートを使⽤、ボランティア運転⼿募集

8歳〜11歳男⼥の部及び、※12歳〜18歳⼥⼦の部
ボランティア運転⼿募集

※全部⾨乗⽤カートを使⽤、ボランティア運転⼿募集

¥6,500

0287-96-2121

 烏⼭城カントリークラブ 可
中⾼男 本丸→⼆の丸

その他 ⼆の丸→三の丸

可
\3,500
（税別）


