


東日本地区予選開催コース プレースタイル
（予定）

プレー料金/
税込（予定） 日程 使用コース（予定）

宮城県

グレースリッジカントリークラブ
〒982-0231　仙台市太白区坪沼字赤石山1-1　TEL（022）281-6555

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

９，０００円　　　　　　　　　　　　　　
（昼食付・ロッカー代込）

東
日
本
Ａ
地
区
予
選

６/２９（火） ６６１６ヤード／パー７２
コースレート７１．６

仙台空港カントリークラブ
〒981-1237　名取市愛島北目2-66　TEL（022）382-2111

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

９，2００円 ７/７（水） ６６１５ヤード／パー７２
コースレート７１．３

栃木県

那須野ヶ原カントリークラブ
〒324-0012　大田原市南金丸2025　TEL（0287）23-1101

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

９，５６０円
（昼食付） ６/２７（日） ６739ヤード／パー７２

コースレート７２．0

イーストウッドカントリークラブ
〒321-0417　宇都宮市冬室町1039-3　TEL（028）674-8848

乗用カートによるセルフプレー ８，０００円                          
（昼食付） ６/２４（木） ６４１０ヤード／パー７２

コースレート７０．３

ハーモニーヒルズゴルフクラブ
〒328-0101　栃木市都賀町大柿2464　TEL（0282）92-0489

リモコン式乗用カートによる
キャディ付プレー

１2，040円
（昼食付） ６/１７（木） ６４７０ヤード／パー７２

コースレート７０．２

JGM宇都宮ゴルフクラブ
〒320-0001　宇都宮市横山町1304　TEL（028）665-8080

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

７，２００円
(昼食付) ７/８（木） ６６７８ヤード／パー７２

コースレート７１．３

セブンハンドレッドクラブ
〒329-1414　さくら市早乙女2370　TEL（028）686-0700

乗用カートによる
セルフプレー

６，７６０円
（昼食付） ６/３０（水） ６４３５ヤード／パー７２

茨城県

オールドオーチャードゴルフクラブ
〒311-3142　東茨城郡茨城町鳥羽田686-3　TEL（029）292-7777

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

８，７００円
（昼食付） ６/30（水） ６６２２ヤード／パー７２

コースレート７０．８

うぐいすの森ゴルフクラブ水戸
〒311-4406　東茨城郡城里町下赤沢314-1　TEL（0296）88-3800

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

9，8００円
（昼食付） ６/２7（日） ６７１１ヤード／パー７２

コースレート７２．２

セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ
〒315-0077　かすみがうら市高倉1384　TEL（0299）22-6000

乗用カートによるセルフプレー １0，800円
（指定昼食付） ６/２１（月） 6580ヤード／パー７２

コースレート71．4

群馬県 太田双葉カントリークラブ 天王・愛宕
〒373-8561　太田市西長岡町1524　TEL（0276）37-1511

乗用カートによるセルフプレー 8，58０円
（昼食付） ６/１６（水） 6301ヤード／パー７２

コースレート68．5

千葉県

千葉よみうりカントリークラブ
〒290-0228　市原市岩字三重山1　TEL（0436）92-2611

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

15,800円（昼食サービス） ６/２７（日） ６５０４ヤード／パー７２
コースレート７１．０8,200円（昼食サービス） ７/１（木）

紫あやめ３６
〒278-0003　野田市鶴奉463-1　TEL（04）7124-1177

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー １３，８００円 ６/１７（木） ６４６０ヤード／パー７２

コースレート７０．５

新君津ベルグリーンカントリー倶楽部
〒292-1161　君津市東猪原12　TEL（0439）70-5130

乗用カートによるセルフプレー ８，5００円
（昼食） ６/２８（月） ６５８４ヤード／パー７２

コースレート７０．０

富里ゴルフ倶楽部
〒289-1611　山武郡芝山町小原子773　TEL（0479）78-0002

乗用カートによるセルフプレー １３，5００円 ７/２（金） ６５３８ヤード／パー７２
コースレート７１．３

茨城県 下館ゴルフ倶楽部
〒308-0811　筑西市茂田1858-10　ザ・ヒロサワ・シティ　TEL（0296）20-1111

乗用カートによるセルフプレー １２，２４０円　　　　　　　　　　　　　
(昼食付)

東
日
本
Ｂ
地
区
予
選

６/２０（日） ６７１９ヤード／パー７２
コースレート７１．５

群馬県

新玉村ゴルフ場
〒370-1117　佐波郡玉村町川井1065-1　TEL（0270）65-8802

乗用カートによるセルフプレー ６，９００円
（昼食付） ６/２４（木） ６９１３ヤード／パー７２

コースレート７２．３

前橋ゴルフ場
〒371-0046　前橋市川原町1-42-4　TEL（027）231-7575

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

６，０８０円
（昼食付) ６/１５（火） ６３３３ヤード／パー７２

コースレート７０．３

初穂カントリークラブ
〒378-0126　沼田市白沢町上古語父2440　TEL（0278）53-3200

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

８，８８０円
（昼食付) ６/２４（木） ６７６０ヤード／パー７２

コースレート７０．７

埼玉県 川越カントリークラブ
〒355-0008　東松山市大字大谷4189　TEL（0493）39-1261

乗用カートによるセルフプレー １2，000円
（昼食付） ６/２５（金） 6601ヤード／パー７２

コースレート７０．３

東京都

昭和の森ゴルフコース
〒196-0012　昭島市つつじが丘1-1-7　TEL（042）543-1271

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー １３，５６０円 ６/２８（月） ６０６７ヤード／パー７２

コースレート６８．７

よみうりゴルフ倶楽部
〒206-0812　稲城市矢野口3376-1　TEL（044）966-1326

リモコン式乗用カートによる
キャディ付プレー

２０，90０円
（ゴルフ場利用税1,200円別） ６/２８（月） ６８３１ヤード／パー７２

コースレート７０．５

東京よみうりカントリークラブ
〒206-0822　稲城市坂浜685　TEL（044）966-8800

リモコン式乗用カートによる
キャディ付プレー

２3，10０円
（ゴルフ場利用税1,200円別） ６/２１（月） ７０２４ヤード／パー７２

コースレート７３．３

山梨県

丘の公園清里ゴルフコース
〒407-0301　北杜市高根町清里3545-5　TEL（0551）48-3456

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

１３，５００円
（昼食付） ６/２０（日） ６８２９ヤード／パー７２

コースレート７１．４

山中湖畔　富士ゴルフコース
〒401-0501　南都留郡山中湖村山中262-1　TEL（0555）62-1227

徒歩によるキャディ付プレー １３，５００円 ６/２４（木） ６７９２ヤード／パー７２

小淵沢カントリークラブ
〒408-0044　北杜市小淵沢町10060-163　TEL（0551）36-4411

乗用カートによるセルフプレー １０，０００円
（昼食付） ６/1８（金） ６８５９ヤード／パー７２

コースレート７１．８

長野県

富士見高原ゴルフコース
〒399-0101　諏訪郡富士見町境12067　TEL（0266）66-2221

リモコン式乗用カートによる
キャディ付プレー

１1，91０円
（昼食付） ６/２１（月） ７０２８ヤード／パー７２

コースレート７２．５

ウィーゴカントリー倶楽部
〒381-2353　長野市信更町田野口3956　TEL（026）290-3000

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

１１，６５０円
（昼食付） ６/２０（日） ６６５４ヤード／パー７２

コースレート７１．８

鹿島南蓼科ゴルフコース
〒391-0213　茅野市豊平7702　TEL（0266）76-2222

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー １２，０００円 ６/２６（土） ６６３８ヤード／パー７２

コースレート７１．５

静岡県

富士グリーンヒルゴルフコース
〒410-1306　駿東郡小山町上野1492　TEL（0550）76-2717

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー

１１，０００円
（昼食付） ６/１８（金） ６４５５ヤード／パー７２

コースレート７０．８

静岡よみうりカントリークラブ
〒436-0225　掛川市家代1188　TEL（0537）26-2111

リモコン式乗用カートによる
セルフプレー 9，305円 ６/２９（火） ６６９６ヤード／パー７２

コースレート７１．０

＜プレー料金に関して＞
プレー料金その他の費用は、各自予選当日にコースにてご精算ください。また、掲載のプレー料金は諸事情により、変更の場合があります。プレー料金の詳細については、各予選開催コースにお問合せください。
＜肖像権に関する同意内容＞
競技参加者は、参加申込みに際し、主催競技(競技会場における競技に伴う前後の行事等を含む)に関して、その中継・再映・報道・広報のため、あるいは日本パブリックゴルフ協会の目的に反しない範囲で利用するために、写真・テレビ・その他
の各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編集物(適正範囲の編集に限る)にかかる競技参加者の肖像権(収録物等にかかる競技参加者の氏名・肖像を展示・通信・放送・上映により一般に公開し、あるいは貸与し、頒布するなどして他に提
供する権利)を日本パブリックゴルフ協会に譲渡することを、予め承諾されたものとさせていただきます。










