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〔道内大会スケジュール〕
開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ

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

2日（日） リホームタカハシ杯ウインターパークゴルフ大会 計根別ウインターパークゴルフ場 ＊1,000 090-9757-7417

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

9日（日） 北新工業杯ウインターパークゴルフ大会 計根別ウインターパークゴルフ場 ＊1,000 090-9757-7417

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

15日（土） 第2回士別雪上パークゴルフ大会 多世代スポーツ交流館屋外PG場 ＊500 0165-23-0904

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

16日（日） 道東オープン杯ウインターパークゴルフ大会 計根別ウインターパークゴルフ場 ＊1,000 090-9757-7417

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

23日（日） 喜作＆ウメちゃんペアウインターパークゴルフ大会 計根別ウインターパークゴルフ場 ＊1,000 090-9757-7417

25日（火） ペア大会 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830

開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ

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

2日（日） パーク祭りウインターパークゴルフ大会 計根別ウインターパークゴルフ場 ＊1,500 090-9757-7417

2日（日） 第3回士別雪上パークゴルフ大会 多世代スポーツ交流館屋外PG場 ＊500 0165-23-0904

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

9日（日） 計根別ウインターパークゴルフ納会大会 計根別ウインターパークゴルフ場 ＊1,500 090-9757-7417

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

2014年1月25日
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開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ

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

15日（土） 第2回サイボクパークゴルフ定例会 埼玉・サイボクPGC ・1,700 090-4934-8502

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

23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

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

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

1日（土） サイボクパークゴルフ「男女ペア交流大会」 埼玉・サイボクPGC ・ペア3,000 090-4934-8502

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

15日（土） 第3回サイボクパークゴルフ定例会 埼玉・サイボクPGC ・1,700 090-4934-8502

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

22日（土）～
23日（日） 第3回東日本パークゴルフ大会

千葉・しすいの森パークゴルフ場
3,500

043-496-0955

043-205-2760千葉・タケエイエコパークゴル
フ大木戸

開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ

3　　　　　　　月

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

13日（日） 第12回加美町長杯オープニング大会 宮城・ふれあいの森公園パークゴルフ場 ・1,500 0229-62-2233

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

14日（月） 第12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

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

19日（土） 第5回アシックス・サイボクパークゴルフ大会 埼玉・サイボクPGC ・2,500 090-4934-8502

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

5　　　　　　　月

6日（火･祝） 社長杯 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414

8日（木） 月例会 千葉・フレンドPG習志野 1,600 047-473-7392

10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

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

12日（月） 第21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（金） 月例会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414

16日（金） 遊楽月例会 千葉・遊楽パークゴルフ場 1,500 047-492-6645

17日（土） 多古勝又杯 千葉・さくら公園PGコース 1,500 0479-76-7114

17日（土） 第9回ミズノ・サイボクパークゴルフ大会 埼玉・サイボクPGC ・2,000 090-4934-8502

18日（日） 5月月例会 大阪・春宮パークゴルフ場 2,000 06-6745-6667

22日（木） ペア大会 千葉・フレンドPG習志野 ペア3,200 047-473-7392

23日（金） 第64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

24日（土） ペア大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414

24日（土） 個人戦（好きなチーム参加OK） 埼玉・サイボクPGC ・1,500 090-4934-8502

25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

30日（金） あかね杯 千葉・茜浜パークゴルフ場 1,000 047-453-7666

〔道外大会スケジュール〕

2014年1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。

2014年1月25日
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