
地区 申込締切⽇ 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

北海道 10 ⽉ 27 ⽇ （⼟） 10⽉17⽇  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 キャディ付 可 32名 キャディ付き

東北 11 ⽉ 3 ⽇ （祝） 10⽉24⽇  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 ¥7,000 40名 要帯同キャディ

11 ⽉ 4 ⽇ （⽇） 10⽉24⽇ 120名 要運転⼿募集

12 ⽉ 2 ⽇ （⽇） 11⽉2⽇ 120名 要運転⼿募集

11 ⽉ 10 ⽇ （⼟） 10⽉24⽇ 80名 キャディ付き

12 ⽉ 15 ⽇ （⼟） 11⽉2⽇ 80名 キャディ付き

11 ⽉ 11 ⽇ （⽇） 10⽉24⽇ 160名

12 ⽉ 9 ⽇ （⽇） 11⽉2⽇ 160名

12 ⽉ 24 ⽇ （祝） 11⽉2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)
\4,000 （税込） キャディ付 可 160名

12 ⽉ 25 ⽇ （⽕） 11⽉2⽇    鳩⼭カントリークラブ
〒350-0302
埼⽟県⽐企郡鳩⼭町⼤橋1186-2

049-296-5511 \6,800（昼⾷付） ¥2,920 キャディ付 可 120名 キャディ付き

12 ⽉ 26 ⽇ （⽔） 11⽉2⽇  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 ¥4,320 キャディ付 可 120名 キャディ付き

1 ⽉ 6 ⽇ （⽇） 11⽉2⽇  ゴルフ5カントリー かさまフォレスト
〒309-1634
茨城県笠間市福原 301

0296-74-4561
￥7,560

（税込、昼⾷付）
\3,240（税込） キャディ付 可 64名

12 ⽉ 24 ⽇ （祝） 11⽉2⽇  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 27 ⽇ （⽊） 11⽉2⽇  ザ・フォレストカントリークラブ
中⾼男⼥︓天⻯→橘
⼩男⼥︓橘→⼀宮

〒437-0227
静岡県周智郡森町橘576-3

0538-85-4141 \5,800（税込） ¥1,080 80名 要帯同キャディ

1 ⽉ 5 ⽇ （⼟） 11⽉2⽇  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

11 ⽉ 4 ⽇ （⽇） 10⽉24⽇  福知⼭カントリー俱楽部
〒620-0967
京都府福知⼭市畑中194

0773-34-1234 \6,000 (税込) 可 80名 俱楽部運転⼿

12 ⽉ 1 ⽇ （⼟） 11⽉2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) \4,000(税別) キャディ付 可 80名

12 ⽉ 26 ⽇ （⽔） 11⽉2⽇  宇治⽥原カントリー倶楽部
中⾼男⼥ 嘉納→⼤杉
⼩学男⼥ 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）
¥500

10歳・11歳の部、及び
※12歳〜18歳⼥⼦の部

要運転⼿募集
可 80名 要帯同キャディ

四国 12 ⽉ 24 ⽇ （祝） 11⽉2⽇  ⾼松ゴールドカントリー倶楽部
〒761-2202
⾹川県綾歌郡綾川町枌所⻄3401

087-878-2200 \4,650 （税込） \3,240 (税込) キャディ付 不可 40名 要帯同キャディ

11 ⽉ 10 ⽇ （⼟） 10⽉24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

12 ⽉ 2 ⽇ （⽇） 11⽉2⽇  美和ゴルフクラブ
〒740-1225
⼭⼝県岩国市美和町渋前1204-1

0827-96-1101 \5,000 （税込） \3,240 (税込) キャディ付 可 32名 キャディ付き

12 ⽉ 22 ⽇ （⼟） 11⽉2⽇  熊本⾼遊原カントリークラブ
〒861-2202
熊本県上益城郡益城町⼤字⽥原1122

096-380-5515 \4,000 （税込） \2,200 (税込) キャディ付 可 80名 キャディ付き

12 ⽉ 26 ⽇ （⽔） 11⽉2⽇  ザ・クラシックゴルフ倶楽部
中⾼男⼥ クイーン→プリンス
⼩学男⼥ キング→クイーン

〒823-0017
福岡県宮若市倉久1-3

0949-33-1111 \5,780 （税込） \2,740 (税込) キャディ付 可 80名 キャディ付き

沖縄 1 ⽉ 13 ⽇ （⽇） 11⽉2⽇  琉球ゴルフ倶楽部 東→南
〒901-0608
沖縄県南城市⽟城字親慶原1

098-948-2460 40名

◎決勝⼤会
⼩学男⼥の部︓平成３１年３⽉２⽇（⼟）、３⽇（⽇）／２⽇間競技  ※１⽇（⾦）／指定練習⽇ 会場:ザ・フォレストカントリークラブ（静岡県周智郡） 
中⾼男⼥の部︓平成３１年３⽉１６⽇（⼟）〜１８⽇（⽉）／３⽇間競技・２Rカット有り  ※１５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）

￥6,845円 （キャディ・カート付、税込）
午後スループレー

九州

 ロイヤルメドウゴルフ倶楽部

関⻄

¥500

028-677-3111

要運転⼿募集
\6,810

（税別、昼⾷付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⼤ 会 ⽇ 程 カートフィー（原則、⼩学⽣のみ）

キャディ付
￥6,900

（税別、朝昼⾷付）

〒329-1204
栃⽊県塩⾕郡⾼根沢町⽂挾764-3

〒324-0502
栃⽊県那須郡那珂川町三輪1283

 宇都宮ガーデンゴルフクラブ

ボランティア運転⼿募集

中部

 那須⼩川ゴルフクラブ

028-676-1011

〒321-3301
栃⽊県芳賀郡芳賀町給部268-6

ボランティア運転⼿募集

ボランティア運転⼿募集

¥6,500関東 ¥500 要運転⼿募集

中国

ボランティア運転⼿募集

可
\3,780
（税込）

可

0287-96-2121

要運転⼿募集

可

俱楽部運転⼿


