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開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ
4　　　　　　　月

1日（火） 西の里SP－YAZAWA杯個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 0123-32-7271

6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
オープン杯・道内屋外開幕戦 糸井の森パークゴルフ 1,500 0144-76-7237
森林PG幸成主催　ホタテ杯 恵庭花夢里パーク 2,000 090-3115-3981

8日（火）
ペア大会 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
オープン杯兼ミズノカップ予選 白老パークゴルフクラブ ・2,000 0144-82-5566

10日（木） オープン杯 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165
18日（金） 第5回エイプリルカップ 王子パークゴルフ ・2,100 011-792-3901 

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
第4回全道パークゴルフ愛好者大会 木のサイロPG場 ・2,500 090-4874-6288
さくらカップ リバーサイドパークゴルフ 2,000 0123-23-2211

22日（火） 4月度月例 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165

26日（土）

オープン大会 エルクの森PGC ・2,500 011-591-5663
H26年度オープン杯 薫りの里パークゴルフ場 ゆにっPA！ 未定 0123-83-3213
オープン記念大会 木のサイロPG場 未定 0145-22-3745
オープン大会 輪厚国際PGC 2,000 011-398-9772
オープン杯 八剣山パークゴルフ場 ・2,500 011-596-5454

27日（日） オープン杯 メイプルパークゴルフ場 未定 0123-39-3345
28日（月） フラワーカップ 恵庭花夢里パーク 2,000 0123-35-3112

29日（火･祝）
PGJカップサイプレス杯 PGJ茨戸コース ・2,000 0133-60-2002
誰でもペア大会 安平山PGC ペア4,000 0145-25-3006
第12回オープン記念大会 キトウシパークゴルフ場 ＊1,000 0166-82-2632

30日（水）
オープン杯 えべつ角山パークランド ・2,500 011-389-5000
男女ペアマッチ大会（72ホール） のっぽろパークゴルフ場 2,000 011-381-8081

5　　　　　　　月

1日（木）
美苫杯・春のペアマッチ大会 糸井の森パークゴルフ 1,000 0144-76-7237
14号河川敷オープン記念春季大会 14号河川敷パークゴルフ場 ＊800 0166-83-7789
オープン杯 札幌パークゴルフ石山 ・2,000 011-593-3300

2日（金） 個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
3日（土･祝） 森林PG幸成主催　ホタテ杯 えべつ角山パークランド 2,000 090-3115-3981

6日（火･祝）
オープン杯 コトロパークゴルフクラブ 2,000 090-3898-7465
春のペアマッチ大会 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165

7日（水） 五月杯 メイプルパークゴルフ場 未定 0123-39-3345

8日（木）
男女ペアマッチ 恵庭花夢里パーク 2,000 0123-35-3112
オープン杯（54H） 糸井ゴルフパーク54 ・2,000 0144-73-8347

9日（金） のっぽろパークゴルフ場  月例大会（54ホール） のっぽろパークゴルフ場 1,500 011-381-8081

11日（日）
PGJカップ PGJ南幌コース ・2,000 011-378-7088
オープン杯 市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500 0136-33-3111
第4回親水オープン大会 親水河川パークゴルフ場 ＊1,000 0166-82-2632

16日（金） ペアー大会 八剣山パークゴルフ場 ・2,500 011-596-5454

17日（土）
ユンニの湯杯 薫りの里パークゴルフ場 ゆにっPA！ 未定 0123-83-3213
第16回スポーツビーイングアジア杯 余市町あゆ場公園パークゴルフ場 ・2,500 0134-23-4121
第1回月例大会 函館桔梗高台パークゴルフ場 1,800 0138-46-5571

18日（日）
サイロのマキバオー 木のサイロPG場 未定 0145-22-3745
しらかばカップ リバーサイドパークゴルフ 2,000 0123-23-2211

19日（月） 個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830

20日（火）
5月度月例 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165
すいせん杯大会（個人） グリーンパークぴっぷパークゴルフ場 1,300 0166-85-2383

21日（水） 第6回男女ペアマッチ 王子パークゴルフ ・ペア3,800 011-792-3901
22日（木） ひがしかぐら森林公園オープン記念大会 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 ＊800 0166-83-7789

23日（金）
スプリングカップ いしかりパークゴルフ場 1,500 0133-72-5185
春の男女ペア大会 えべつ角山パークランド 未定 011-389-5000

24日（土）
サヨナラ北海道フレンドリー最終大会 札幌パークゴルフ倶楽部 福移の杜コース 2,000 090-1526-9320
男女親睦ペアコンペ パレットヒルズパークゴルフ場 ペア2,000 080-5580-0297

25日（日）

第9回道南ピポットカップ江差大会 江差町パークゴルフ場 2,000 0139-42-4433 
第36回コトロ杯 コトロパークゴルフクラブ 2,000 090-3898-7465 
道新苫小牧支社杯パークゴルフ選手権大会 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165
PGJカップ PGJ茨戸コース ・2,000 0133-60-2002
そらち姫杯　（午後開始） 薫りの里パークゴルフ場 ゆにっPA！ 未定 0123-83-3213
第1回ペア大会 市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500 0136-33-3111

26日（月） ペア大会 西の里パーククラブ ・ペア4,000 011-375-3830

27日（火）
エルムパーク西の里5月度月例会 エルムパーク西の里 ・2,000 011-375-5089
交流会 市ヶ原パークゴルフ場 ・未定 0136-33-3111

28日（水）
楽楽交流会 安平山PGC 1,100 0145-25-3006
ミックス杯 メイプルパークゴルフ場 未定 0123-39-3345

29日（木）
第1回ヴィーニュ杯 エルクの森PGC ・2,500 011-591-5663
男女ペアマッチ大会（72ホール） のっぽろパークゴルフ場 2,000 011-381-8081
コース設立記念大会 札幌パークゴルフ倶楽部 福移の杜コース 2,000 011-374-8000

31日（土）
アシックスカップパークゴルフ大会 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 2,000 0166-83-7789
オープン記念大会 ローンスケープ輪厚 未定 011-377-8448
第4回親睦メンバーズ大会 鷹栖パレットヒルズパーク場 ＊1,000 0166-46-4189

6　　　　　　　月

1日（日）

第6回ピポット杯争奪苫小牧オープン大会 糸井の森パークゴルフ 1,500 0144-76-7237
個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
野の花大会 市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500 0136-33-3111
第21回グランドトーヤ杯シルバー大会 白老パークゴルフクラブ ・2,000 0144-82-5566

5日（木） 春の三星杯 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165
6日（金） 比布deエレキバン大会（個人） グリーンパークぴっぷパークゴルフ場 1,300 0166-85-2383
7日（土） 第11回ドリームパークゴルフ大会 北村土里夢パークゴルフ場 ・1,500 0126-32-4160

10日（火）
菊乃杯男女ペア コトロパークゴルフクラブ 未定 090-3898-7465
のっぽろパークゴルフ場  月例大会（54ホール） のっぽろパークゴルフ場 1,500 011-381-8081

11日（水） ミックス杯 メイプルパークゴルフ場 未定 0123-39-3345

12日（木）
第10回キトウシカップ キトウシパークゴルフ場 ＊1,000 0166-82-2632
ペアマッチ（36H） 糸井ゴルフパーク54 ・2,000 0144-73-8347

14日（土）
本間パーシモンカップ 美瑛・ビルケの森 3,000 011-667-5218
10周年開場記念杯 八剣山パークゴルフ場 ・2,500 011-596-5454

15日（日）

北海道知事杯  第28回パークゴルフ国際大会 幕別町つつじ・サーモンコース 未定 0155-54-2260
第5回ピポット杯争奪厚岸オープン大会 厚岸町宮園公園パークゴルフ場 1,500 0153-52-2657
あじさいカップ リバーサイドパークゴルフ 2,000 0123-23-2211
パレットヒルズ開場4周年大会 パレットヒルズパークゴルフ場 1,000 080-5580-0297

16日（月） 個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
17日（火） 6月月例 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165
20日（金） 開場記念大会 いしかりパークゴルフ場 1,500 0133-72-5185

21日（土）
第3回フォアサマーカップ 王子パークゴルフ ・2,100 011-792-3901
ゆにガーデン杯 薫りの里パークゴルフ場 ゆにっPA！ 未定 0123-83-3213

22日（日）
ライオンチャンピオンシップ 安平山PGC 未定 0145-25-3006
ペア大会 西の里パーククラブ ・ペア4,000 011-375-3830

開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ
6　　　　　　　月

24日（火）
ペプシコーラ杯・クラス別選手権 糸井の森パークゴルフ 1,000 0144-76-7237
第5回エルムパーク開場記念黒田杯 エルムパーク西の里 ・2,000 011-375-5089

25日（水） 楽楽交流会 安平山PGC 1,100 0145-25-3006

26日（木）
男女ペアマッチ 恵庭花夢里パーク 未定 0123-35-3112
第2回ヴィーニュ杯 エルクの森PGC ・2,500 011-591-5663
第10回森のゆ花神楽杯 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 ＊1,000 0166-83-7789

27日（金）
のっぽろパークゴルフ場  社長杯大会（54ホール） のっぽろパークゴルフ場 2,000 011-381-8081
開場記念大会 輪厚国際PGC 2,000 011-398-9772

28日（土）
第1回日韓対抗戦 PGJ茨戸コース ・2,000 0133-60-2002
第9回開場記念杯 えべつ角山パークランド 未定 011-389-5000
第8回ヤクルトカップ ローンスケープ輪厚 未定 011-377-8448

29日（日）

6月コンペ コトロパークゴルフクラブ 2,000 090-3898-7465
森林PG幸成主催　オホーツク海産物杯 北竜町ひまわりPG場 1,800 090-3115-3981
ライラック杯 メイプルパークゴルフ場 未定 0123-39-3345
第2回ペア大会 市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500 0136-33-3111

7　　　　　　　月
1日（火） コカコーラ杯・クラス別選手権 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165
4日（金） 遊湯ぴっぷ杯大会（ペア） グリーンパークぴっぷパークゴルフ場 1,300 0166-85-2383

5日（土）
第10回ピポット杯争奪北海道オープン大会 東茨戸パークゴルフ場 ・2,000 011-773-8941
個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830

6日（日）
第1回月例会 市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500 0136-33-3111
マザーズ杯ペア大会 白老パークゴルフクラブ ・ペア4,000 0144-82-5566

7日（月） 七夕杯 恵庭花夢里パーク 未定 0123-35-3112
10日（木） 苫小牧ヤクルト杯 糸井ゴルフパーク54 ・2,000 0144-73-8347
11日（金） 第8回パレットヒルズPG大会 パレットヒルズパークゴルフ場 1,000 080-5580-0297

12日（土）
メイプル開場15周年記念大会 メイプルパークゴルフ場 未定 0123-39-3345
オーナー杯 札幌パークゴルフ石山 ・2,500 011-593-3300

13日（日）
北海道新聞社杯  第28回パークゴルフ北海道オープン 余市町・あゆ場公園パークゴルフ場 未定 0155-54-2260
第7回メイプルフィールドフェスタ メイプルパークゴルフ場 未定 0123-39-3345

14日（月） のっぽろパークゴルフ場  月例大会（54ホール） のっぽろパークゴルフ場 1,500 011-381-8081
15日（火） ミライホーム杯・大抽選大会 糸井の森パークゴルフ 1,000 0144-76-7237
16日（水） ペプシカップ 木のサイロPG場 未定 0145-22-3745

17日（木）
ペア大会 西の里パーククラブ ・ペア4,000 011-375-3830
男女ペアマッチ 恵庭花夢里パーク 2,000 0123-35-3112
第12回東神楽町長杯 14号河川敷パークゴルフ場 ＊1,000 0166-83-7789

18日（金） サマーカップ いしかりパークゴルフ場 1,500 0133-72-5185

19日（土）
サッポロビール杯 薫りの里パークゴルフ場 ゆにっPA！ 未定 0123-83-3213
上川地区連合会ペア選手権大会（主催：連合会） グリーンパークぴっぷパークゴルフ場 1,300 0166-85-2383

20日（日）

第14回ピポット杯争奪北オホーツク大会 浜頓別町パークゴルフ場 ・2,500 01634-2-3417
SPヤザワ杯 メイプルパークゴルフ場 未定 0123-32-7271
ひまわりカップ リバーサイドパークゴルフ 2,000 0123-23-2211
せせらぎ大会 市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500 0136-33-3111
第1回サッポロビール杯 親水河川パークゴルフ場 ＊1,000 0166-82-2632

21日（月･祝）
第8回男女ペア大会 コトロパークゴルフクラブ 2,000 090-3898-7465
サイプレス杯 PGJ茨戸コース ・2,000 0133-60-2002

22日（火）
7月度月例 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165
エルムパーク西の里7月度月例会 エルムパーク西の里 ・2,000 011-375-5089

23日（水） 楽楽交流会 安平山PGC 1,100 0145-25-3006
24日（木） 第3回ヴィーニュ杯 エルクの森PGC ・2,500 011-591-5663

26日（土）
南幌温泉カップ PGJ南幌コース ・2,000 011-378-7088
夏の男女ペア大会 えべつ角山パークランド 未定 011-389-5000
ミックス杯 メイプルパークゴルフ場 未定 0123-39-3345

27日（日）
第10回王子マスターズ記念大会 王子パークゴルフ ・2,500 011-792-3901 
ユニリゾ夏まつり杯（午後開始） 薫りの里パークゴルフ場 ゆにっPA！ 未定 0123-83-3213
第3回ペア大会 市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500 0136-33-3111

28日（月） 個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
29日（火） 三星ソフトクリーム・夏のペアマッチ大会 糸井の森パークゴルフ 1,000 0144-76-7237
30日（水） のっぽろパークゴルフ場  10周年記念大会（54ホール） のっぽろパークゴルフ場 2,000 011-381-8081
31日（木） ペア大会 輪厚国際PGC 2,000 011-398-9772

8　　　　　　　月
1日（金） サマーカップ兼ミズノカップ予選会 えべつ角山パークランド 未定 011-389-5000

2日（土）
ザ・プレイヤーズ選手権 恵庭花夢里パーク 未定 0123-35-3112
森林PG幸成主催　オホーツク海産物杯 えべつ角山パークランド 2,000 090-3115-3981

3日（日） 第2回月例会 市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500 0136-33-3111
5日（火） チーム対抗・はまなす杯 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165

6日（水）
ペア大会 西の里パーククラブ ・ペア4,000 011-375-3830
ペアー大会 八剣山パークゴルフ場 ・2,500 011-596-5454

8日（金） ペアー大会 いしかりパークゴルフ場 1,500 0133-72-5185
9日（土） 第5回アサヒチャレンジカップ PGJ茨戸コース ・2,000 0133-60-2002

10日（日）
個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
羊蹄大会 市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500 0136-33-3111
第16回アサヒスーパードライカップ 白老パークゴルフクラブ ・2,500 0144-82-5566

11日（月） 七夕まつり大会 のっぽろパークゴルフ場 2,000 011-381-8081
14日（木） 夏のペアマッチ（54H） 糸井ゴルフパーク54 ・2,000 0144-73-8347
16日（土） ユニリゾート杯（ペア大会） 薫りの里パークゴルフ場 ゆにっPA！ 未定 0123-83-3213

17日（日）

8月コンペ コトロパークゴルフクラブ 2,000 090-3898-7465
SPG杯 幕別町ちろっとの森（東・西コース） 未定 011-370-3111
サマーカップ リバーサイドパークゴルフ 2,000 0123-23-2211
千歳民報杯 恵庭花夢里パーク ・2,000 0123-35-3112

19日（火） エルムパーク西の里8月度月例会 エルムパーク西の里 ・2,000 011-375-5089
20日（水） 男女親睦ペアコンペ パレットヒルズパークゴルフ場 ペア2,000 080-5580-0297
21日（木） 第7回男女ペアマッチ 王子パークゴルフ ・ペア3,800 011-792-3901 

22日（金）
社長杯 えべつ角山パークランド 未定 011-389-5000
第7回ペアマッチ 木のサイロPG場 ペア4,000 0145-22-3745

23日（土） 南幌温泉カップ PGJ南幌コース ・2,000 011-378-7088
23日（土） ゆにっPA！誕生杯 薫りの里パークゴルフ場 ゆにっPA！ 未定 0123-83-3213

24日（日）
社長杯 メイプルパークゴルフ場 未定 0123-39-3345
第4回ペア大会 市ヶ原パークゴルフ場 ・2,500 0136-33-3111

25日（月） 個人戦 西の里パーククラブ ・2,000 011-375-3830
26日（火） 8月度月例 NPOはまなすクラブ・PG場 1,000 0144-68-1165
27日（水） 楽楽交流会 安平山PGC 1,100 0145-25-3006

28日（木）
第4回ヴィーニュ杯 エルクの森PGC ・2,500 011-591-5663
道北親睦大会（団体） グリーンパークぴっぷパークゴルフ場 1,300 0166-85-2383

29日（金） のっぽろパークゴルフ場  月例大会（54ホール） のっぽろパークゴルフ場 1,500 011-381-8081

30日（土）
ミックス杯 メイプルパークゴルフ場 未定 0123-39-3345
第9回本間ゴルフカップinひがしかわ キトウシパークゴルフ場 ＊1,500 0166-82-2632

〔道内大会スケジュール〕

2014年3月25日
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月刊パークゴルフ新聞 〈14〉

オープン杯
4月26日（土）

ペアー大会
5月16日（金）

オープン杯
4月26日（土）

ペアー大会
5月16日（金）
参加費／2,500円（両大会共）
（プレー代・昼食付・景品代・保険代含む）

TEL（FAXとも）011-596-5454
札幌市南区砥山182番地

オーイ　    ゴクロさん 　　　コイヨコイヨ八剣山パークゴルフ場
（有）高島観光ファーム

今年も八剣山、よろしくです

4月中旬オープン（予定）4月中旬オープン（予定）

●プレー料金：1日回り放題1,000円 600円
●会員バッチ（マーカー使用可）進呈
●オープン日に無料でプレー
●毎月一回の月例会

特

　典

●入会金：初年度1,000円（前年度より会員の方は無料）
●年会費：2,000円
●期　間：オープン日～11月降雪クローズまで
●受　付：6月30日まで

会員になると

ぐ～んとおトクですぐ～んとおトクです
平成26年度 新規会員募集

参加者
募集

平成2６年度 ご利用料金表

1日回り放題
プレー及びジンギスカン
（送迎付き20～70名）
貸しクラブ

1,000円

 　300円

800円600円
2,500円
3,500円（飲み放題）

一般 会員 団体（15名以上）

2014年3月25日
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月刊パークゴルフ新聞 〈20〉

ご購入いただいた方にもれなく不死鳥の金刺繍をあしらった高級ヘッドカバー
が付いてきます。※ファーストステージエックスのみ

2014年3月25日
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開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ
4　　　　　　　月

2日（水）
第125回月一会 三重・藤原パークゴルフ場 1,500 0594-46-8377 
第1回KPGC杯パークゴルフ大会 千葉・オスカーパークゴルフ公園船橋コース 1,700 047-457-7318 

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
第5回パークゴルフ三重大会 三重・藤原パークゴルフ場 1,500 0594-46-8377 

7日（月） 社長杯 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
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
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
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

15日（火） 第72回2002CLUB杯 群馬・館林パークゴルフ場 1,600 090-4208-3506

16日（水）
月例会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
第4回ホンマカップ 三重・藤原パークゴルフ場 2,000 0594-46-8377 

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
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
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
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
隠しホール大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
第10回オープニング大会2014 宮城・山村ふれあい公園やくらいパークゴルフ場 未定 0229-68-4021

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
いやし大会 茨城・いやしの里パークゴルフ場 ・2,000 029-862-2400

28日（月） 第1回蓮沼海浜公園パークゴルフ月例大会（ペア） 千葉・蓮沼海浜公園パークゴルフ場 ペア3,000 0475-86-2511
5　　　　　　　月

3日（土･祝） 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（月･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
第13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

14日（水）
茨城新聞社杯 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
第126回月一会 三重・藤原パークゴルフ場 1,500 0594-46-8377 

16日（金）
月例会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
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
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
月例オープン大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
第19回大衡村長杯春季大会 宮城・おおひら万葉パークゴルフ場 ・1,300 022-345-8009

21日（水） 第2回ミズノカップ 三重・藤原パークゴルフ場 2,000 0594-46-8377 

22日（木）
ペア大会 千葉・フレンドPG習志野 ペア3,200 047-473-7392
やくらい交流カップ大会 宮城・山村ふれあい公園やくらいパークゴルフ場 未定 0229-68-4021

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
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
26日（月） 第2回蓮沼海浜公園パークゴルフ月例大会（ペア） 千葉・蓮沼海浜公園パークゴルフ場 ペア3,000 0475-86-2511
28日（水） 第5回ホンマカップ 三重・藤原パークゴルフ場 2,000 0594-46-8377 
30日（金） あかね杯 千葉・茜浜パークゴルフ場 1,000 047-453-7666
31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

開催日 大　　会　　名 場　　　所 参加費 問い合わせ
6　　　　　　　月

2日（月） 社長杯 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
4日（水） 第127回月一会 三重・藤原パークゴルフ場 1,500 0594-46-8377 
6日（金） 第43回穂波カップPG 宮城・加護坊パークゴルフ場 ・1,500 0229-39-0989

7日（土）
第10回㈱本間ゴルフ大会 宮城・ふれあいの森公園パークゴルフ場 ・2,000 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

8日（日）
若潮いすみ米大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
第9回ニッタクス杯 三重・藤原パークゴルフ場 2,000 0594-46-8377 
第11回開場記念大会 宮城・おおひら万葉パークゴルフ場 ・1,300 022-345-8009

9日（月）
第22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
第14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

12日（木） 月例会 千葉・フレンドPG習志野 1,600 047-473-7392
14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

15日（日）
6月月例会 大阪・春宮パークゴルフ場 2,000 06-6745-6667
月例オープン大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189

16日（月） 月例会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
17日（火） 第73回2002CLUB杯 千葉・しすいの森パークゴルフ場 1,600 090-8774-4781
18日（水） 第21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 
19日（木） 第10回さなぶり大会 宮城・山村ふれあい公園やくらいパークゴルフ場 未定 0229-68-4021
20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（土）
多古勝又杯 千葉・さくら公園PGコース 1,500 0479-76-7114
第4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

22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
第13回大衡村診療所長杯大会 宮城・おおひら万葉パークゴルフ場 ・1,500 022-345-8009

23日（月） 第3回蓮沼海浜公園パークゴルフ月例大会（ペア） 千葉・蓮沼海浜公園パークゴルフ場 ペア3,000 0475-86-2511
25日（水） 第6回ホンマカップ 三重・藤原パークゴルフ場 2,000 0594-46-8377 
26日（木） ペア大会 千葉・フレンドPG習志野 ペア3,200 047-473-7392

27日（金）
第65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
あかね杯 千葉・茜浜パークゴルフ場 1,000 047-453-7666

28日（土）
ペア大会 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
隠しホール大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189

7　　　　　　　月
2日（水） 第128回月一会 三重・藤原パークゴルフ場 1,500 0594-46-8377 
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
7日（月） 社長杯 千葉・滝見苑勝浦PG場 1,500 0470-77-1414
9日（水） 第10回ホンマカップ田尻大会 宮城・加護坊パークゴルフ場 ・2,000 0229-39-0989
10日（木） 月例会 千葉・フレンドPG習志野 1,600 047-473-7392
11日（金） 第9回大和駐屯地司令杯大会 宮城・おおひら万葉パークゴルフ場 ・1,300 022-345-8009
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23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
第15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
市長杯 三重・藤原パークゴルフ場 1,500 0594-46-8377 

17日（木） 第4回七夕男女ペア大会 宮城・山村ふれあい公園やくらいパークゴルフ場 未定 0229-68-4021

18日（金）
遊楽月例会 千葉・遊楽パークゴルフ場 1,500 047-492-6645
大崎タイムス社杯男女ペアPG 宮城・加護坊パークゴルフ場 ・ペア3,000 0229-39-0989

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）
7月月例会 大阪・春宮パークゴルフ場 2,000 06-6745-6667
月例オープン大会 茨城・下館パークゴルフ場 1,500 0296-22-4189
第10回大衡村災害応急措置協力会杯大会 宮城・おおひら万葉パークゴルフ場 ・1,500 022-345-8009

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66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
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
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
30日（水） 第7回ホンマカップ 三重・藤原パークゴルフ場 2,000 0594-46-8377 

〔道外大会スケジュール〕

2014年3月25日
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月刊パークゴルフ新聞〈31〉 2014年3月25日



月刊パークゴルフ新聞 〈32〉

 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3月25日
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