
地区 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 26 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 キャディ付 可 32名 キャディ付き

東北 11 月 30 日 （土）  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 2 日 （土） 88名
ボランティア
運転手募集

11 月 9 日 （土） 88名
ボランティア
運転手募集

11 月 3 日 （日） 120名
ボランティア
運転手募集

12 月 1 日 （日） 120名
ボランティア
運転手募集

11 月 4 日 （祝）  妙義カントリークラブ
〒379-0208
群馬県富岡市妙義町菅原2678

0274-73-3801
\7,500

（税込・昼食付）
\500 (税込) 80名 要帯同キャディ

11 月 10 日 （日） 120名

12 月 8 日 （日） 120名

12 月 7 日 （土）
 ニュー・セントアンドリュース
       ゴルフクラブ・ジャパン

NEW COURSE
〒324-0024
栃木県大田原市福原2002

0287-28-1191
\6,600

（昼食付）
56名

12 月 15 日 （日）  関越ハイランドゴルフクラブ
中高男 さざんか→けやき
中高女 かえで→さざんか
小男女 けやき→かえで

〒370-2127
群馬県高崎市吉井町⾧根2718

027-387-4521
\7,990

（税込・限定昼食付）
\500 (税込) ボランティア運転手募集 可 96名

12 月 24 日 （火）  大栄カントリー倶楽部
〒287-0214
千葉県成田市横山638

0476-73-5522 ¥5,500 ¥6,050 キャディ付 可 120名 キャディ付き

12 月 26 日 （木）  立川国際カントリー倶楽部 奥多摩コース
〒197-0802
東京都あきる野市草花2390

042-558-1711 \7,000（昼食付） ¥4,000 80名 キャディ付き

12 月 21 日 （土）  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 \5,100  (税込) 64名

12 月 27 日 （金）  ザ・フォレストカントリークラブ
中高男女:天竜→橘
小男女:橘→一宮

〒437-0227
静岡県周智郡森町橘576-3

0538-85-4141 ¥6,000 80名 要帯同キャディ

1 月 11 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黒実８８

0565-48-1301 \6,000 （昼食付） 80名 要帯同キャディ

11 月 4 日 （祝）  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 \6,500 (税別) 64名
ボランティア
運転手募集

11 月 30 日 （土）  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 64名

12 月 26 日 （木）  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⾧尾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
ボランティア運転手募集

可 80名 要帯同キャディ

四国 12 月 8 日 （日）  松山シーサイドカントリークラブ
〒799-2312
愛媛県今治市菊間町田ノ尻

0898-54-3478 \5,580 （税込） \1,100 (税込)
10～18歳の部

ボランティア運転手募集
可 32名 要帯同キャディ

12 月 22 日 （日）  賀茂カントリークラブ
〒739-2113
広島県東広島市高屋町高屋東4102

082-434-1234 \6,000 （税込） \500 (税込)
10～18歳の部

ボランティア運転手募集
可 48名 要帯同キャディ

1 月 13 日 （祝）  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 \4,575 （税込） 40名 要帯同キャディ

12 月 21 日 （土）  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 \4,100 （税込） \2,300 (税込) キャディ付 可 80名 要帯同キャディ

12 月 25 日 （水）  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 \6,200 （税込） \2,820 (税込) キャディ付 可 80名 要帯同キャディ

沖縄 1 月 13 日 （祝）  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:２０２０年２月２９日（土）、３月１日（日）／２日間競技 ※２月２８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:２０２０年３月１４日（土）～１６日（月）／３日間競技・２Rカット有り ※１３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）

0287-96-2121

¥6,500

ボランティア運転手募集

要運転手募集

ボランティア運転手募集

ボランティア運転手募集

028-676-1011

6,990円（キャディ付き）
午後スループレー

可

可

※全部門乗用カートを使用、ボランティア運転手募集

028-677-3111
〒321-3301
栃木県芳賀郡芳賀町給部268-6

\500 （税別）

九州

 ロイヤルメドウゴルフ倶楽部

関西

可¥500

ボランティア運転手募集

全部門キャディー・カート付

〒329-1204
栃木県塩谷郡高根沢町文挾764-3

中国

中部

ボランティア運転手募集

 宇都宮ガーデンゴルフクラブ ¥500

※全部門乗用カートを使用、ボランティア運転手募集

\6,810
（税別、昼食付）

ボランティア運転手募集

※注記がない場合は消費税込みの料金です。
※消費増税により、金額が変更になることがあります。

※定員は目安となります。募集状況を見て調整を行ないますので、
　お早目のエントリーをお願いします。

 那須小川ゴルフクラブ
〒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

関東

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大 会 日 程 カートフィー（原則、小学生のみ）

10歳・11歳の部
要運転手募集

￥6,900
（税別、朝昼食付）


