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〔道内大会スケジュール〕
開催日
25 日（火）
26 日（水）
27 日（木）
28 日（金）

29 日（土）

30 日（日）

大

会

名

9

9 月度月例会
ペア大会
第五回月例会
第151 回北海道フレンドリー大会
ペアマッチ大会
第12 回ななかまど杯PG 大会
楽農祭
第10 回キトウシ新米カップ
寺沢商店杯
月例大会
第4 回ペア大会
第3 回北村温泉ホテルPG 大会
ペアーマッチベストボール（45ホール）

10
1 日（月）
2 日（火）
3 日（水）
4 日（木）
5 日（金）
6 日（土）
7 日（日）
8 日（月･ 祝）
9 日（火）
10 日（水）
11 日（木）
13 日（土）

14 日（日）

15 日（月）
16 日（火）
17 日（水）
18 日（木）

20 日（土）

21 日（日）

横綱CUP10 月
クローバーカップ
第45 回PGJカップ
10 月度エルム月例会
月例会個人戦
神楽山コース選手権大会
第9 回日中PG 姉妹提携記念大会
チャリティー大会
オーナー杯コンペ
ほたて杯INかくさん
第5 回月例会
岡部杯
秋のペアマッチ大会
菊乃杯男女ペア大会（54H）
こうえいカップ
チャンピオンシップ
グランドチャンピオン大会
オーナー杯（チーム対抗）
第8 回ドリーム大会
楽々祭
第9 回豪雪杯男女ペアパークゴルフ大会
第6 回ピポット杯道東オープン大会
オーナー杯
第2 回東川町観光協会長杯
第13 回噴火湾PG 選手権大会
秋の収穫祭
レディスチャレンジカップ
ミックス杯
丸善市町杯・秋のペアマッチ大会
エルム秋のペアー大会
第3 回誰でもペアマッチ大会
第152回北海道フレンドリー大会兼第12回シニア大会
第1 回オホーツク海産物杯
男女ペアマッチ
第1 回王子オープン
秋の男女ペア大会
神楽山ラストコール大会
例会
ラストコール
月例会個人戦
渓谷紅葉72PG 大会
第5 回ペア大会
ひがしかぐら森林公園感謝パークゴルフ大会
10 月・最終月例会＆大抽選会
ファミリーパーク追分同好会第7 回月例

月

場

所

参加費

NPOはまなすクラブ・PG 場
1,000
函館桔梗高台パークゴルフ場
1,500
美唄市パークゴルフ場
2,000
輪厚国際パークゴルフ場
2,000
のっぽろパークゴルフ場
2,000
グリーンパークぴっぷパークゴルフ場
1,300
メイプルパークゴルフ場
2,000
キトウシPG 場
・＊1,000
薫りの里パークゴルフ場ゆにっ PA ！
2,000
札幌パークゴルフ石山
1,600
きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500
いわみざわ公園ローズパーク
1,000
小樽グリーンパーク
・2,000

問い合わせ
0144-68-1165
0138-46-5571
0126-63-3359
090-1526-9320
011-381-8081
0166-85-2383
0123-39-3345
0166-82-2632
0123-83-3213
011-593-3300
0136-33-3111
0126-44-2244
0134-26-6565

月
恵庭花夢里パーク
えべつ角山パークランド
PGJ 茨戸コース
エルムパーク西の里
西の里パーククラブ
旭川神楽山パークゴルフコース
木のサイロパークゴルフ場
八剣山パークゴルフ場
札幌パークゴルフ石山
えべつ角山パークランド
きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
恵庭花夢里パーク
NPOはまなすクラブ・PG 場
コトロパークゴルフクラブ
グリーンリーフ当麻パークゴルフ場
美唄市パークゴルフ場
恵庭中央パークゴルフ場
糸井ゴルフパーク54
北村多目的体育館・土里夢
メイプルパークゴルフ場
倶知安町旭ヶ丘パークゴルフ場
幕別町ちろっとの森 東・西コース
きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
キトウシPG 場
レイクヒルパークゴルフクラブ
小樽グリーンパーク
サッポロビール北海道工場パークゴルフ場
メイプルパークゴルフ場
糸井の森パークゴルフ
エルムパーク西の里
安平山パークゴルフコース
いわみざわ公園ローズパーク
北竜町ひまわりパークゴルフ場
恵庭花夢里パーク
王子パークゴルフ
えべつ角山パークランド
旭川神楽山パークゴルフコース
ルルマップパークゴルフ場
リバーサイドパークゴルフ
西の里パーククラブ
滝上渓谷コース
きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
ばんけいスキー場パークゴルフコース
ファミリーパーク追分

開催日
21 日（日）
23 日（火）
24 日（水）
25 日（木）
27 日（土）

28 日（日）
未定
・未定
・2,000
・2,000
・2,000
＊1,000
2,000
・2,000
1,600
2,000
・2,500
未定
1,000
ペア4,000
＊1,000
2,000
＊1,000
・2,000
・1,500
2,000
・2,200
・1,500
・2,500
＊1,000
2,500
・2,500
・2,000
2,000
1,000
・2,000
ペア4,000
2,000
1,600
未定
1,800
未定
＊1,500
未定
未定
・2,000
・＊2,000
・2,500
＊500
・4,000
2,000

0123-35-3112
011-389-5000
0133-60-2002
011-375-5089
011-375-3830
0166-75-5555
0145-22-3745
011-596-5454
011-593-3300
011-389-5000
0136-33-3111
0123-35-3112
0144-68-1165
090-3898-7465
0166-36-7890
0126-63-3359
0123-34-8915
0144-73-8347
0126-32-4160
0123-39-3345
0136-22-1402
0155-54-2289
0136-33-3111
0166-82-2632
0142-25-4411
0134-26-6565
0123-34-9300
0123-39-3345
0144-76-7237
011-375-5089
0145-25-3006
090-1526-9320
0164-34-3600
0123-35-3112
011-792-3918
011-389-5000
0166-75-5555
090-1642-3529
0123-23-2211
011-375-3830
080-6063-8674
0136-33-3111
0166-83-7789
011-641-0071
0145-25-3480

29 日（月）
30 日（火）
31 日（水）

大

会

名

10

月例大会
フジパーク杯
ペア大会
10 月度月例会
ペア団体戦（4 人1 組）
紅葉杯
紅葉杯
ミックス杯
ラストコール
ペア大会
ドリームカップ
第33 回コトロ杯
クローズ感謝祭
第3 回親水パークゴルフ大会
ファミリーパーク追分同好会選手権大会
ラストコール杯
北海道グリーンランド・ローズパーク杯
チャレンジカップチャンピオン大会
クローズ大会
ラストコール杯
感謝祭

11

3 日（土･ 祝）

4 日（日）
5 日（月）
6 日（火）
7 日（水）

10 日（土）

11 日（日）
13 日（火）
14 日（水）
15 日（木）
18 日（日）
20 日（火）
22 日（木）
25 日（日）
30 日（金）

ラストコール杯1
第46 回PGJカップ 第6 回マスターズ大会
神楽山ファイナル大会
平成24 年度エルクの森クローズ大会
チャンピオン杯
第153 回北海道フレンドリー大会
2012グランドチャンピオン大会
ラストコール杯
ほたて杯IN 恵庭花夢里
月例グランドチャンピオン大会
ラストコール杯
11 月度月例会
ミックス杯
11 月度月例ラストコール
ラストコール杯
第4 回最強ペアマッチ
月例会
ペア大会
クローズ杯
ラストコール杯
レイクヒルPGC 冬季交流会
ペアマッチ大会
ミックス杯
ラストコール杯（54H）
ラストコール杯2
クローズ大会
グランドチャンピオン大会
クローズ大会
シクラメン祭り（ペアマッチ）（54H）
苫小牧ほっき杯
冬の交流大会

12
1 日（土）
4 日（火）
9 日（日）
21 日（金）

ラストコール大会
スポルト苫小牧協賛・ペアマッチ忘年杯
クローズ杯
クラブオーバーホール・ファイナルコンペ
第154 回北海道フレンドリー大会

月

場

所

札幌パークゴルフ石山
フジパークゴルフ場
西の里パーククラブ
NPOはまなすクラブ・PG 場
函館桔梗高台パークゴルフ場
メイプルパークゴルフ場
のっぽろパークゴルフ場
ルルマップパークゴルフ場
えべつ角山パークランド
レイクヒルパークゴルフクラブ
恵庭花夢里パーク
コトロパークゴルフクラブ
きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
親水河川PG 場
ファミリーパーク追分
レイクヒルパークゴルフクラブ
いわみざわ公園ローズパーク
サッポロビール北海道工場パークゴルフ場
輪厚国際パークゴルフコース
美唄市パークゴルフ場
恵庭中央パークゴルフ場

参加費

問い合わせ

1,600
・2,500
・ペア4,000
1,000
1,500
2,000
2,000
未定
未定
1,500
未定
2,000
・2,500
・＊1,000
2,000
2,500
・2,000
・2,000
2,000
2,000
＊1,000

011-593-3300
0123-26-9796
011-375-3830
0144-68-1165
0138-46-5571
0123-39-3345
011-381-8081
090-1642-3529
011-389-5000
0142-25-4411
0123-35-3112
090-3898-7465
0136-33-3111
0166-82-2632
0145-25-3480
0142-25-4411
0126-44-2244
0123-34-9300
011-398-9772
0126-63-3359
0123-34-8915

2,000
・2,000
＊1,000
未定
1,500
2,000
未定
・2,500
2,000
2,000
・2,000
1,000
未定
・2,000
未定
ペア4,000
1,500
1,500
2,000
・1,500
2,000
2,000
2,000
・2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
・2,000
1,500
・1,000

0123-39-3345
0133-60-2002
0166-75-5555
011-591-5663
0123-26-9796
090-1526-9320
0123-23-2211
011-596-5454
0123-35-3112
011-381-8081
0123-34-9300
0144-68-1165
090-1642-3529
011-375-5089
090-1642-3529
0145-22-3745
0138-46-5571
0142-25-4411
090-3898-7465
0133-74-8080
0142-25-4411
011-381-8081
0123-39-3345
0144-73-8347
0123-39-3345
0145-25-3480
0144-68-1165
011-381-8081
0144-73-8347
0144-76-7237
0144-73-8347

2,000
1,000
1,000
1,000
・2,000

0145-22-3745
0144-76-7237
0144-68-1165
0144-76-7237
090-1526-9320

月
メイプルパークゴルフ場
PGJ 茨戸コース
旭川神楽山パークゴルフコース
エルクの森パークゴルフクラブ
フジパークゴルフ場
札幌パークワンパークゴルフ場
リバーサイドパークゴルフ
八剣山パークゴルフ場
恵庭花夢里パーク
のっぽろパークゴルフ場
サッポロビール北海道工場パークゴルフ場
NPOはまなすクラブ・PG 場
ルルマップパークゴルフ場
エルムパーク西の里
ルルマップパークゴルフ場
木のサイロパークゴルフ場
函館桔梗高台パークゴルフ場
レイクヒルパークゴルフクラブ
コトロパークゴルフクラブ
オーシャンパークゴルフ場
レイクヒルパークゴルフクラブ
のっぽろパークゴルフ場
メイプルパークゴルフ場
糸井ゴルフパーク54
メイプルパークゴルフ場
ファミリーパーク追分
NPOはまなすクラブ・PG 場
のっぽろパークゴルフ場
糸井ゴルフパーク54
糸井の森パークゴルフ
糸井ゴルフパーク54

月
木のサイロパークゴルフ場
糸井の森パークゴルフ
NPOはまなすクラブ・PG 場
糸井の森パークゴルフ
北村土里夢体育館
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〔道内大会スケジュール〕
開催日

大

会

名

9

月例＆安平山オープン記念大会
オーナー杯
1 日（土）
えこりん&かむりPG 大会
第5 回信金杯
白樺カップ
第9 回全日本オープンパークゴルフinさらべつ
2 日（日）
レイクヒルPGC 秋季交流会
第2 回宇佐美カップ
レディスチャレンジカップ
3 日（月）
14 号河川敷交流大会
4 日（火）
ミックスペア大会
第43 回PGJカップ
5 日（水）
9 月度エルム月例会
パークハウス杯
月例会個人戦
6 日（木）
第13 回道北親睦PG 大会
裏全日本珍大会
8 日（土）
日軽北海道杯
秋の大感謝祭
9 日（日）
初心者大会
レイクヒルPGC 団体戦
10 日（月） メンズチャレンジカップ
11 日（火） 横綱CUP9 月
ペア大会
12 日（水）
第二回男女ペア大会
第4 回月例会
秋の三星杯
13 日（木）
第2 回北の湖PG 大会
神楽山秋季大会
14 日（金） ペアマッチ
ミックス杯
もみじ杯
月例会
15 日（土）
ペア大会
第3 回ゼビオカップ
ペア大会
例会
16 日（日） リバーサイド社長杯
チャリティー大会
阿部牧場会長杯
17 日（月･ 祝）
NTS 秋季大会
18 日（火） イオン杯・秋のシルバー大会
72ホールマラソン大会
秋の味覚祭ダブルス大会
19 日（水）
第5 回カフェ＆レストラン ヴィーニュ杯
72ホールマラソン大会
ナナカマド杯
20 日（木） 第44 回PGJカップ
9 月・月例会
ミックス杯
22 日（土･ 祝） 第1 回北海道新聞社杯パークゴルフ札幌大会
ペア大会
月例会個人戦
男女ペア大会（54H）
第18 回焼肉工房杯
ファミリーパーク追分同好会第6 回月例
23 日（日）
旭川ガス杯
ゼビオ大会
第6 回ホタテカップ
開場記念パークゴルフ大会

場
月

所

安平山パークゴルフコース
八剣山パークゴルフ場
恵庭花夢里パーク
ワインの丘パークランド
きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
更別村どんぐり公園プラムカントリーパークゴルフ場
レイクヒルパークゴルフクラブ
オーシャンパークゴルフ場
サッポロビール北海道工場パークゴルフ場
14 号河川敷パークゴルフ場
ばんけいスキー場パークゴルフコース
PGJ 茨戸コース
エルムパーク西の里
えべつ角山パークランド
西の里パーククラブ
グリーンパークぴっぷパークゴルフ場
メイプルパークゴルフ場
糸井ゴルフパーク54
恵庭花夢里パーク
メイプルパークゴルフ場
レイクヒルパークゴルフクラブ
サッポロビール北海道工場パークゴルフ場
恵庭花夢里パーク
西の里パーククラブ
美唄市パークゴルフ場
きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
NPOはまなすクラブ・PG 場
壮瞥町パークゴルフ場
旭川神楽山パークゴルフコース
フジパークゴルフ場
メイプルパークゴルフ場
グリーンリーフ当麻パークゴルフ場
函館桔梗高台パークゴルフ場
札幌パークゴルフ石山
エルクの森パークゴルフクラブ
ファミリーパーク追分
ルルマップパークゴルフ場
リバーサイドパークゴルフ
オーシャンパークゴルフ場
輪厚国際パークゴルフコース
恵庭中央パークゴルフ場
糸井の森パークゴルフ
えべつ角山パークランド
エルムパーク西の里
エルクの森パークゴルフクラブ
えべつ角山パークランド
メイプルパークゴルフ場
PGJ 南幌コース
ばんけいスキー場パークゴルフコース
ルルマップパークゴルフ場
エルクの森パークゴルフクラブ
レイクヒルパークゴルフクラブ
西の里パーククラブ
コトロパークゴルフクラブ
きもべつ市ヶ原パークゴルフ場
ファミリーパーク追分
旭川神楽山パークゴルフコース
函館桔梗高台パークゴルフ場
レイクヒルパークゴルフクラブ
いしかりパークゴルフ場

参加費
2,000
・2,500
・2,000
・2,000
・2,500
・2,500
2,000
・1,500
・2,000
＊500
・ペア4,000
・2,000
・2,000
・3,000
・2,000
1,300
2,000
・2,000
未定
2,000
2,000
・2,000
未定
・ペア4,000
2,000
・2,500
1,000
1,300
＊1,000
2,000
2,000
＊1,000
1,500
1,600
未定
1人2,000
未定
未定
・1,500
2,000
＊1,000
1,000
未定
・2,000
・2,500
・2,500
2,000
・2,000
・3,000
未定
・2,500
1,500
・2,000
ペア4,000
・2,500
2,000
＊未定
1,500
2,000
1,500

問い合わせ
0145-25-3006
011-596-5454
0123-35-3112
0134-32-3535
0136-33-3111
0155-52-2010
0142-25-4411
0133-74-8080
0123-34-9300
0166-83-7789
011-641-0071
0133-60-2002
011-375-5089
011-598-7708
011-375-3830
0166-85-2383
0123-39-3345
0144-73-8347
0123-35-3112
0123-39-3345
0142-25-4411
0123-34-9300
0123-35-3112
011-375-3830
0126-63-3359
0136-33-3111
0144-68-1165
0142-66-2201
0166-75-5555
0123-26-9796
0123-39-3345
0166-36-7890
0138-46-5571
011-593-3300
011-591-5663
0145-25-3480
090-1642-3529
0123-23-2211
0133-74-8080
011-398-9772
0123-34-8915
0144-76-7237
011-389-5000
011-375-5089
011-591-5663
011-389-5000
0123-39-3345
011-378-7088
011-641-0071
090-1642-3529
011-591-5663
0142-25-4411
011-375-3830
090-3898-7465
0136-33-3111
0145-25-3480
0166-75-5555
0138-46-5571
0142-25-4411
0133-72-5185
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〔道外大会スケジュール〕
開催日

大

会

名

場
9

1 日（土）

2 日（日）

所

参加費

問い合わせ

開催日

大

会

名

月

場
10

みやぎ国体記念第11 回デモスポ杯PG 大会

宮城・加護坊パークゴルフ場

未定

0229-39-0404

筑波チャレンジカップ

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

第13 回GPGAU 館林大会

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

第13 回デーリー東北新聞社杯

青森・八甲田パノラマパークゴルフ場

1,500

0176-74-2277

27 日（土）
28 日（日）

所

参加費

問い合わせ

1,000

0197-23-5089

・ペア3,000

0229-62-2233

月

第5 回河口ペア杯

岩手・さくらの湯パークゴルフガーデン

第3 回社長杯ペア大会

宮城・ふれあいの森公園PG 場

エコパークゴルフ大木戸ペアマッチ大会

千葉・タケエイエコパークゴルフ大木戸 ペア3,200

043-205-2760

スポレク祭記念栃木県交流大会

栃木・おやまPGコース

1,500

0285-31-0189

第10 回関東PG 団体戦

栃木・おやまPGコース

1,500

0285-31-0189

29 日（月）

渡良瀬川ペアマッチ大会

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

4 日（火）

社長杯

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

30 日（火）

火曜杯

千葉・宝ゴルフ大原PGコース

1,300

0470-62-3441

5 日（水）

第106 回月一会

三重・藤原パークゴルフ場

1,500

0594-46-8377

6 日（木）

第6 回水沢信用金庫杯（団体＆個人戦）

岩手・さくらの湯パークゴルフガーデン

1,000

0197-23-5089

1 日（木）

第4 回しすいの森オープン記念大会

千葉・しすいの森パークゴルフ場

1,500

043-496-0955

8 日（土）

月例会パークゴルフ大木戸杯

千葉・タケエイエコパークゴルフ大木戸

1,600

043-205-2760

2 日（金）

第9 回加護坊ミズノカップPG 大会

宮城・加護坊パークゴルフ場

未定

0229-39-0404

第9 回男女ペア大会

宮城・ふれあいの森公園PG 場

・ペア3,000

0229-62-2233

筑波チャレンジカップ

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

若潮いすみ米大会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

第17 回蔦温泉旅館社長杯PG 大会

青森・八甲田パノラマパークゴルフ場

1,500

0176-74-2277

10 日（月）

第1 回しすいペアマッチ

千葉・しすいの森パークゴルフ場

1,500

043-496-0955

第5 回月刊PG 新聞inおやま

栃木・おやまPGコース

2,000

0285-31-0189

12 日（水）

本間カップ下館大会

茨城・下館パークゴルフ場

未定

0296-22-4189

第6 回ニッタクス杯

三重・藤原パークゴルフ場

2,000

0594-46-8377

第4 回感謝交流PG 大会

福島・相馬光陽パークゴルフ場 ・1,000

0244-26-8009

つつじクラブ大会

群馬・館林パークゴルフ場

・1,300

090-1255-2153

月例会

千葉・フレンドPG 習志野

1,600

047-473-7392

6 日（火）

社長杯

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

多古勝又杯

千葉・さくら公園PGコース

1,500

0479-76-7114

7 日（水）

第108 回月一会

三重・藤原パークゴルフ場

1,500

0594-46-8377

第50 回思川オープン

栃木・おやまPGコース

1,300

0285-31-0189

8 日（木）

月例会

千葉・フレンドPG 習志野

1,600

047-473-7392

第4 回定例会

埼玉・サイボクPGC

1,700

090-4934-8502

9 日（金）

第5 回胆江日日新聞社杯

岩手・さくらの湯パークゴルフガーデン

1,000

0197-23-5089

月例オープン大会

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

月例会パークゴルフ大木戸杯

千葉・タケエイエコパークゴルフ大木戸

1,600

043-205-2760

月例会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

第4 回酒々井町長杯PG 大会

千葉・しすいの森パークゴルフ場

1,500

043-496-0955

9 月月例会

大阪・春宮パークゴルフ場

2,000

06-6745-6667

11 日（日）

若潮いすみ米大会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

力丸記念大会

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

12 日（月）

第3 回しすいペアマッチ

千葉・しすいの森パークゴルフ場

1,500

043-496-0955

オープン記念大会兼本間杯

千葉・タケエイエコパークゴルフ大木戸

2,000

043-205-2760

第4 回パークマラソン大会

三重・藤原パークゴルフ場

1,500

0594-46-8377

第18 回マッチプレー選手権

三重・藤原パークゴルフ場

1,500

0594-46-8377

月例会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

第4 回アサヒビールカップPG 大会

宮城・加護坊パークゴルフ場

未定

0229-39-0404

遊楽月例会

千葉・遊楽パークゴルフ場

1,500

047-492-6645

遊楽月例会

千葉・遊楽パークゴルフ場

1,500

047-492-6645

第12 回穂波男女ペアPG 大会

宮城・加護坊パークゴルフ場

未定

0229-39-0404

ペア大会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

第6 回相馬中村城杯

福島・相馬光陽パークゴルフ場 ・1,500

0244-26-8009

つつじクラブ大会

群馬・館林パークゴルフ場

・1,300

090-1255-2153

多古勝又杯

千葉・さくら公園PGコース

1,500

0479-76-7114

エコパークゴルフ大木戸ペアマッチ大会

千葉・タケエイエコパークゴルフ大木戸 ペア3,200

043-205-2760

第52 回思川オープン

栃木・おやまPGコース

1,300

0285-31-0189

渡良瀬川ペアマッチ大会

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

ニッタクス・サイボクPG 大会

埼玉・サイボクPGC

2,000

090-4934-8502

月例オープン大会

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

11 月月例会

大阪・春宮パークゴルフ場

2,000

06-6745-6667

年代別競技会

千葉・フレンドPG 習志野

1,600

047-473-7392

第2 回パークゴルフ東海大会

三重・藤原パークゴルフ場

1,500

0594-46-8377

千葉・しすいの森パークゴルフ場

1,600

043-496-0955
043-205-2760

9 日（日）

13 日（木）

15 日（土）

16 日（日）

17 日（月･ 祝）
19 日（水）
21 日（金）
22 日（土･ 祝）
23 日（日）
24 日（月）

11

3 日（土･ 祝）

4 日（日）

10 日（土）

16 日（金）

17 日（土）

月

混合ペア大会②

埼玉・サイボクPGC

ペア2,500

090-4934-8502

25 日（火）

火曜杯

千葉・宝ゴルフ大原PGコース

1,300

0470-62-3441

26 日（水）

第9 回ホンマカップ

三重・藤原パークゴルフ場

2,000

0594-46-8377

27 日（木）

年代別競技会

千葉・フレンドPG 習志野

1,600

047-473-7392

あかね杯

千葉・茜浜パークゴルフ場

1,000

047-453-7666

第44 回しすいの森月例会

千葉・しすいの森パークゴルフ場

1,600

043-496-0955

ミズノカップ千葉大会

千葉・タケエイエコパークゴルフ大木戸

2,000

隠しホール大会

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

隠しホール大会

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

第6 回八甲田フレンドリー杯

青森・八甲田パノラマパークゴルフ場

1,500

0176-74-2277

2012さよなら大会

宮城・ふれあいの森公園PG 場

・1,500

0229-62-2233

第2 回酒々井町福祉チャリティー大会

千葉・しすいの森パークゴルフ場

1,500

043-496-0955

ペア大会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

秋季市民大会

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

エコパークゴルフ大木戸ペアマッチ大会

千葉・タケエイエコパークゴルフ大木戸 ペア3,200

043-205-2760

館林PGふれあい大会

群馬・館林パークゴルフ場

090-1255-2153

28 日（金）

29 日（土）
30 日（日）

10

月

18 日（日）
22 日（木）

23 日（金･ 祝） 第46 回しすいの森月例会

24 日（土）

25 日（日）

1 日（月）

個人戦③

埼玉・サイボクPGC

・1,500

090-4934-8502

第2 回ミズノオープンin 吉岡

群馬・吉岡町パークゴルフ場

2 日（火）

社長杯

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

渡良瀬川ペアマッチ大会

群馬・館林パークゴルフ場

3 日（水）

第107 回月一会

三重・藤原パークゴルフ場

1,500

0594-46-8377

5 日（金）〜
6 日（土）

第4 回向太陽杯パークゴルフ大会

千葉・あさひ健康パーク・パークゴルフ場 ・2,000

0479-64-1132

26 日（月）

1,000
・2,000

0279-54-1221

1,000

090-1255-2153

男女交流ペア大会③

埼玉・サイボクPGC

ペア2,500

090-4934-8502

27 日（火）

火曜杯

千葉・宝ゴルフ大原PGコース

1,300

0470-62-3441

28 日（水）

第11 回ホンマカップ

三重・藤原パークゴルフ場

2,000

0594-46-8377

第109 回月一会

三重・藤原パークゴルフ場

1,500

0594-46-8377

あかね杯

千葉・茜浜パークゴルフ場

1,000

047-453-7666

第5 回フレンドシップ大会

福島・相馬光陽パークゴルフ場 ・1人1,500

0244-26-8009

筑波チャレンジカップ

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

第6 回全国PG 選手権「KAGOBOCUP」

宮城・加護坊パークゴルフ場

未定

0229-39-0404

第14 回ペア大会inおやま

栃木・おやまPGコース

ペア3,000

0285-31-0189

1 日（土）

筑波チャレンジカップ

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

力丸記念大会

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

2 日（日）

館林PG 協会交流大会

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

第2 回「タケスポカップ」PG 大会

青森・八甲田パノラマパークゴルフ場

1,500

0176-74-2277

4 日（火）

社長杯

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

第2 回しすいペアマッチ

千葉・しすいの森パークゴルフ場

1,500

043-496-0955

月例会パークゴルフ大木戸杯

千葉・タケエイエコパークゴルフ大木戸

1,600

043-205-2760

10 日（水）

月刊PG 新聞in 下館

茨城・下館パークゴルフ場

2,000

0296-22-4189

力丸メモリアル大会

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

11 日（木）

月例会

千葉・フレンドPG 習志野

1,600

047-473-7392

若潮いすみ米大会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

12 日（金）

第8 回イオン加美店店長杯PG 大会

宮城・ふれあいの森公園PG 場

・1,500

0229-62-2233

チャンピオン大会

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

13 日（土）

月例会パークゴルフ大木戸杯

千葉・タケエイエコパークゴルフ大木戸

1,600

043-205-2760

月例会

千葉・フレンドPG 習志野

1,600

047-473-7392

若潮いすみ米大会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

2012 思川チャンピオンシップ

栃木・おやまPGコース

1,500

0285-31-0189

平成24年度八甲田パノラマPG場チャンピオン決定戦「パノラマカップ」 青森・八甲田パノラマパークゴルフ場

2,000

0176-74-2277

多古勝又杯

千葉・さくら公園PGコース

1,500

0479-76-7114

月例会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

第5 回定例会

埼玉・サイボクPGC

1,700

090-4934-8502

第63 回2002CLUB 杯

神奈川・開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場

1,600

090-7233-0977

月例オープン大会

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

さくらの湯ローズガーデンカップ2012

岩手・さくらの湯パークゴルフガーデン

2,000

0197-23-5089

月例会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

第12 回ペアー戦

三重・藤原パークゴルフ場

1,500

0594-46-8377

12 月月例会

大阪・春宮パークゴルフ場

2,000

06-6745-6667

第39 回穂波カップPG 大会

宮城・加護坊パークゴルフ場

未定

0229-39-0404

17 日（月）

渡良瀬川ペアマッチ大会

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

遊楽月例会

千葉・遊楽パークゴルフ場

1,500

047-492-6645

18 日（火）

第64 回2002CLUB 杯

栃木・おやまPGコース

1,600

090-9380-4816

多古勝又杯

千葉・さくら公園PGコース

1,500

0479-76-7114

19 日（水）

第2 回打ち納め大会

三重・藤原パークゴルフ場

1,500

0594-46-8377

第2 回本間杯大会

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

ペア大会

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

第51 回思川オープン

栃木・おやまPGコース

1,500

0285-31-0189

個人戦④地区対抗戦

埼玉・サイボクPGC

・1,500

090-4934-8502

本間ゴルフ・サイボクPG 大会

埼玉・サイボクPGC

2,500

090-4934-8502

2012さよなら大会

福島・相馬光陽パークゴルフ場 ・1,000

0244-26-8009

月例オープン大会

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

10 月月例会

大阪・春宮パークゴルフ場

2,000

06-6745-6667

24 日（水）

第10 回ホンマカップ

三重・藤原パークゴルフ場

2,000

0594-46-8377

25 日（木）

年代別競技会

千葉・フレンドPG 習志野

1,600

047-473-7392

あかね杯

千葉・茜浜パークゴルフ場

1,000

047-453-7666

第45 回しすいの森月例会

千葉・しすいの森パークゴルフ場

1,600

ミズノオープンin 開成

神奈川・開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場

隠しホール大会
ペア大会

6 日（土）
6 日（土）〜
7 日（日）
7 日（日）
8 日（月･ 祝）

14 日（日）

16 日（火）
17 日（水）
19 日（金）

20 日（土）

21 日（日）

26 日（金）

27 日（土）

30 日（金）

12

8 日（土）
9 日（日）
13 日（木）

15 日（土）

16 日（日）

22 日（土）

23 日（日･ 祝） エコパークゴルフ大木戸ペアマッチ大会

月

千葉・タケエイエコパークゴルフ大木戸 ペア3,200

043-205-2760

ラストコール杯

群馬・館林パークゴルフ場

1,000

090-1255-2153

力丸記念大会

群馬・館林パークゴルフ場

混合ペア大会④

埼玉・サイボクPGC

25 日（火）

火曜杯

043-496-0955

27 日（木）

未定

0465-83-1331

28 日（金）

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

千葉・滝見苑勝浦PG 場

1,500

0470-77-1414

24 日（月･ 祝）

29 日（土）

1,000

090-1255-2153

ペア2,500

090-4934-8502

千葉・宝ゴルフ大原PGコース

1,300

0470-62-3441

年代別競技会

千葉・フレンドPG 習志野

1,600

047-473-7392

あかね杯

千葉・茜浜パークゴルフ場

1,000

047-453-7666

打ち納め忘年コンペ

茨城・下館パークゴルフ場

1,500

0296-22-4189

2012 年忘れオープン大会

栃木・おやまPGコース

1,500

0285-31-0189
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2012年8月25日

月刊パークゴルフ新聞

月刊パークゴルフ新聞

2012年8月25日

〈28〉

〈29〉

2012年8月25日

月刊パークゴルフ新聞

月刊パークゴルフ新聞

2012年8月25日

〈30〉

〈31〉

2012年8月25日

月刊パークゴルフ新聞

月刊パークゴルフ新聞

2012年8月25日
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パークゴルフ新聞は石油系溶剤の一部を植物油に置き換えた植物油インキを使用、揮発性有機化合物を削減し、大気保全に配慮しています。

