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月刊パークゴルフ新聞 〈10〉

開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ
1　　　　　　　月

5日（日） カッコウ会コンペ ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122
7日（火） 個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
11日（土） 西の里SP－YAZAWA杯個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 0123-32-7271
11日（土） PG2新春お年玉カップ プログリーンインドアパークゴルフ場 ・1,000 0125-42-5589
12日（日） 第9回月刊パークゴルフ新聞杯ニューイヤーPG大会 スリードーム屋内パークゴルフ場 ＊1,000 0166-83-7789
12日（日） ふじのパークオープンコンペ ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122
13日（月･祝） 新春パークゴルフ大会 佐藤冬期屋内パークゴルフ場 2,000 090-8906-6502
15日（水） 第4回千歳ハムオープンコンペ フジパークゴルフ場 2,000 0123-26-9796
19日（日） 第2回雪上パークゴルフ大会 札内ガーデン温泉パークゴルフ場 ・1,500 0155-55-4000
19日（日） 第2回月例会 ほなみパークゴルフ場 2,000 011-378-5514
19日（日） ペア大会 ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122
24日（金） ペア大会 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
25日（土） 第16回スリードーム杯 スリードーム屋内パークゴルフ場 ＊1,000 0166-83-7789
25日（土） ペアマッチ フジパークゴルフ場 1人2,000 0123-26-9796
26日（日） 新春ペア大会 佐藤冬期屋内パークゴルフ場 2,000 090-8906-6502

2　　　　　　　月
2日（日） 西の里SP－YAZAWA杯ペア戦 西の里パーククラブ ・2,000 0123-32-7271
2日（日） ふじのパークオープンコンペ ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122
2日（日） 第2回財団杯北海道雪中パークゴルフ大会 帯広の森雪中パークゴルフ場 ・1,000 0155-48-8338
4日（火） 個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
8日（土） 第8回ニッタクスウィンターカップ スリードーム屋内パークゴルフ場 ＊1,000 0166-83-7789
8日（土） ウインターズ交流大会 佐藤冬期屋内パークゴルフ場 2,000 090-8906-6502
9日（日） ペア大会 ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122

14日（金） バレンタインペア交流会 スリードーム屋内パークゴルフ場 ＊プレー
代のみ 0166-83-7789

16日（日） 第3回雪上パークゴルフ大会 札内ガーデン温泉パークゴルフ場 ・1,500 0155-55-4000
16日（日） 第3回月例会 ほなみパークゴルフ場 2,000 011-378-5514

開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ
2　　　　　　　月

22日（土） 第9回アサヒチャンピオンシップ スリードーム屋内パークゴルフ場 ＊1,000 0166-83-7789
22日（土） ペアマッチ フジパークゴルフ場 1人2,000 0123-26-9796
23日（日） 西の里SP－YAZAWA杯個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 0123-32-7271
23日（日） カッコウ会コンペ ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122
23日（日） 月刊パークゴルフ新聞杯 佐藤冬期屋内パークゴルフ場 2,000 090-8906-6502
25日（火） ペア大会 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830

3　　　　　　　月
2日（日） ふじのパークオープンコンペ ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122
4日（火） 個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
9日（日） ランキング最終戦 スリードーム屋内パークゴルフ場 ＊1,000 0166-83-7789
9日（日） 西の里SP－YAZAWA杯個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 0123-32-7271
9日（日） ペア大会 ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122

14日（金） ホワイトデーわくわく交流会 スリードーム屋内パークゴルフ場 ＊プレー
代のみ 0166-83-7789

15日（土） ペアマッチ フジパークゴルフ場 1人2,000 0123-26-9796
16日（日） 第4回月例会 ほなみパークゴルフ場 2,000 011-378-5514
16日（日） 屋内ファイナル大会 佐藤冬期屋内パークゴルフ場 2,000 090-8906-6502
21日（金･祝） 冬季屋内ランキング表彰＆感謝合同大会 スリードーム屋内パークゴルフ場 ＊1,000 0166-83-7789
23日（日） カッコウ会コンペ ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122
25日（火） ペア大会 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
29日（土） チーム対抗戦 フジパークゴルフ場 1人2,000 0123-26-9796

30日（日） スリードームラストコール交流会 スリードーム屋内パークゴルフ場 ＊プレー
代のみ 0166-83-7789

4　　　　　　　月
7日（月） ふじのパークオープンコンペ ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122
14日（月） ペア大会 ふじの室内パークゴルフ場 1,500 080-6083-1122
20日（日） 第4回雪上パークゴルフ大会 札内ガーデン温泉パークゴルフ場 ・1,500 0155-55-4000

〔道内大会スケジュール〕

2013 年 12 月 25 日
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月刊パークゴルフ新聞 〈22〉

開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ
1　　　　　　　月

3日（金） 初打ちお年玉大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414 
4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
5日（日） 新春初打ち交流会 栃木・おやまPGコース 1,200 0285-31-0189
7日（火） 社長杯 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
9日（木） 月例会 千葉・フレンドPG習志野 1,600 047-473-7392
11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
12日（日） 若潮いすみ米大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
12日（日） ミズノカップイン富士 静岡・富士パークゴルフ場 2,000 0545-31-1485
13日（月･祝） 第9回蓮沼海浜公園パークゴルフ月例大会 千葉・蓮沼海浜公園パークゴルフ場 1,500 0475-86-2511
13日（月･祝） 第17回しすいペアマッチ 千葉・しすいの森パークゴルフ場 ペア3,000 043-496-0955
13日（月･祝） 第8回蓮沼海浜公園パークゴルフ月例大会 千葉・蓮沼海浜公園パークゴルフ場 1,500 0475-86-2511
15日（水） 新年杯 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
16日（木） 月例会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
17日（金） 遊楽月例会 千葉・遊楽パークゴルフ場 1,500 047-492-6645
18日（土） 多古勝又杯 千葉・さくら公園PGコース 1,500 0479-76-7114
19日（日） 1月月例会 大阪・春宮パークゴルフ場 2,000 06-6745-6667
19日（日） 小山銘菓蛸屋オープン大会FINAL 栃木・おやまPGコース 1,500 0285-31-0189
19日（日） 月例オープン大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
21日（火） 第3回伊藤園カップPG大会 千葉・しすいの森パークゴルフ場 2,000 043-496-0955
23日（木） ペア大会 千葉・フレンドPG習志野 ペア3,200 047-473-7392
24日（金） 第60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
25日（土） ペア大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
26日（日） 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
26日（日） いやし大会 茨城・いやしの里パークゴルフ場 ・2,000 029-862-2400
31日（金） あかね杯 千葉・茜浜パークゴルフ場 1,000 047-453-7666

2　　　　　　　月
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
2日（日） ペア大会inおやまFINAL 栃木・おやまPGコース ペア3,000 0285-31-0189
4日（火） 社長杯 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
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
9日（日） 若潮いすみ米大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
10日（月） 第18回しすいペアマッチ 千葉・しすいの森パークゴルフ場 ペア3,000 043-496-0955
10日（月） 第10回蓮沼海浜公園パークゴルフ月例大会 千葉・蓮沼海浜公園パークゴルフ場 1,500 0475-86-2511
13日（木） 月例会 千葉・フレンドPG習志野 1,600 047-473-7392
14日（金） バレンタインコンペ 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
15日（土） 多古勝又杯 千葉・さくら公園PGコース 1,500 0479-76-7114
16日（日） 2月月例会 大阪・春宮パークゴルフ場 2,000 06-6745-6667
16日（日） 月例会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
16日（日） 月例オープン大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
21日（金） 遊楽月例会 千葉・遊楽パークゴルフ場 1,500 047-492-6645
21日（金） うぐいす親睦大会 千葉・しすいの森パークゴルフ場 1,600 043-496-0955
22日（土） ペア大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
23日（日） 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
26日（水） 月刊パークゴルフ新聞杯 茨城・下館パークゴルフ場 2,000 0296-22-4189
27日（木） ペア大会 千葉・フレンドPG習志野 ペア3,200 047-473-7392

開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ
2　　　　　　　月

28日（金） 第61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
28日（金） あかね杯 千葉・茜浜パークゴルフ場 1,000 047-453-7666

3　　　　　　　月
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
2日（日） 関東PG団体戦FINAL 栃木・おやまPGコース 1人1,500 0285-31-0189
4日（火） 社長杯 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
7日（金） 茨城放送杯 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
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
9日（日） 若潮いすみ米大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
10日（月） 第19回しすいペアマッチ 千葉・しすいの森パークゴルフ場 ペア3,000 043-496-0955
10日（月） 第11回蓮沼海浜公園パークゴルフ月例大会 千葉・蓮沼海浜公園パークゴルフ場 1,500 0475-86-2511
13日（木） 月例会 千葉・フレンドPG習志野 1,600 047-473-7392
15日（土） 多古勝又杯 千葉・さくら公園PGコース 1,500 0479-76-7114
15日（土） 思川オープンFINAL 栃木・おやまPGコース 1,500 0285-31-0189
16日（日） 3月月例会 大阪・春宮パークゴルフ場 2,000 06-6745-6667
16日（日） 月例会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
16日（日） 月例オープン大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
21日（金･祝） 遊楽月例会 千葉・遊楽パークゴルフ場 1,500 047-492-6645
22日（土） ペア大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
23日（日） 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
27日（木） ペア大会 千葉・フレンドPG習志野 ペア3,200 047-473-7392
28日（金） 第62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
28日（金） あかね杯 千葉・茜浜パークゴルフ場 1,000 047-453-7666
29日（土） 隠しホール大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189

4　　　　　　　月
1日（火） 社長杯 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
5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
6日（日） OPGC男子・女子・Sシニア選手権大会FINAL 栃木・おやまPGコース 1,500 0285-31-0189
9日（水） 大島スポーツ・ミズノ杯 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
10日（木） 月例会 千葉・フレンドPG習志野 1,600 047-473-7392
12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
13日（日） 若潮いすみ米大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
14日（月） 第20回しすいペアマッチ 千葉・しすいの森パークゴルフ場 ペア3,000 043-496-0955
16日（水） 月例会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
18日（金） 遊楽月例会 千葉・遊楽パークゴルフ場 1,500 047-492-6645
19日（土） 多古勝又杯 千葉・さくら公園PGコース 1,500 0479-76-7114
20日（日） 4月月例会 大阪・春宮パークゴルフ場 2,000 06-6745-6667
20日（日） 月例オープン大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
24日（木） ペア大会 千葉・フレンドPG習志野 ペア3,200 047-473-7392
25日（金） 第63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
25日（金） あかね杯 千葉・茜浜パークゴルフ場 1,000 047-453-7666
26日（土） ペア大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
26日（土） 隠しホール大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
27日（日） 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

〔道外大会スケジュール〕

2013 年 12 月 25 日
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月刊パークゴルフ新聞 〈28〉

全国黄色いハンカチ推進本部
〒324-0024 栃木県大田原市福原1881-3番地
http://www10.ocn.jp/~hankachi/

―

―

―

―

2013 年 12 月 25 日
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月刊パークゴルフ新聞 〈36〉

 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。

2013 年 12 月 25 日



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B002700500047005F00570065006200270020006B30FA5765304F305D002000>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FFFE5B004E4FE389CF50A65E5D00>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentRGB
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


