


西日本地区開催コース プレー料金/税込
（予定） 女子アマ日程 グランドシニア

日程

滋賀県

ベアズパウ ジャパン カントリークラブ
〒528-0065　甲賀市水口町春日146　TEL（0748）65-2525

８，３００円 ３/２８（木） ３/２８（木）

ROSE GOLF CLUB　（旧：しがらきの森カントリークラブ）
〒529-1851　甲賀市信楽町長野1532-2　ＴＥＬ（0748）83-0031

7,150円税別 ４/１０（水） ―

京都府 京都大原パブリックコース
〒601-1235　京都市左京区大原古知平町345　TEL（075）744-2331

６，９８０円
（昼食付） ― ４/１０（水）

大阪府

大阪パブリックゴルフ場
〒575-0014　四條畷市上田原1382-1　TEL（072）869-0221

7，500円
（昼食付） ３/２９（金） ３/２９（金）

京阪ゴルフ倶楽部
〒569-0844　高槻市柱本3-19-7　TEL（072）677-9900

女子アマ　６，６５０円
グランドシニア　５，０００円 ３/２３（土） ３/２７（水）

太子カントリー倶楽部
〒583-0994　南河内郡太子町葉室800　ＴＥＬ（0721）98-5800

未定 ３/１８（月） ３/１８（月）

兵庫県

北神戸ゴルフ場
〒651-1511　神戸市北区長尾町宅原大味谷1706　TEL（078）986-2233

７，９９０円 ３/２２（金） ３/２２（金）

西神戸ゴルフ場
〒651-2223　神戸市西区押部谷町木見975-1　TEL（078）994-6611

一　般　８，８２０円
友の会　６，１８０円 ４/２（火） ４/２（火）

ダンロップゴルフコース
〒651-1341　神戸市北区八多町深谷字梁ヶ谷1025-1　TEL（078）982-1221

一　　般　７，５３０円
小中高生　６，１５０円 ３/１９（火） ３/１９（火）

武庫ノ台ゴルフコース
〒651-1503　神戸市北区道場町生野字北山　TEL（078）985-2361

未定 ３/１９（火） ３/１９（火）

青野運動公苑アオノゴルフコース
〒675-2404　加西市油谷町639-3　TEL（0790）45-1556

未定 ３/２９（金） ３/２９（金）

姫路シーサイドゴルフコース
〒671-0101　姫路市大塩町2035-4　TEL（079）254-5881

５，９５０円
（昼食付） ３/２２（金） ―

よみうりゴルフウエストコース
〒669-1141　西宮市塩瀬町名塩北山　TEL（0797）62-1121

１０，４７８円 ― ３/１５（金）

グランドオークプレイヤーズコース
〒673-1304　加東市長貞1843　TEL（0795）47-2109

９，５００円
（昼食付） ３/２５（月） ３/２５（月）

奈良県 奈良柳生カントリークラブ　※セルフプレー
〒630-1242　奈良市大柳生町4800　ＴＥＬ（0742）93-0789

９，８３０円
（昼食付） ３/２９（金） ３/２９（金）

鳥取県 米子ゴルフ場
〒683-0853　米子市両三柳3192-2　TEL（0859）29-4444

6.410円（昼食付）
会員割引あり ― ４/２（火）

岡山県

花回廊ゴルフコース
〒702-8055　岡山市南区築港緑町2-1　ＴＥＬ（086）262-3028

３，７００円 ３/３１（日） ３/３１（日）

岡山空港ゴルフコース
〒701-1141　岡山市北区菅野3397-29　TEL（086）294-4477

女 子 ア マ　7,900円（1,000円食事券付）
グランドシニア　6,900円（1,000円食事券付） ４/５（金） ４/５（金）

水島ゴルフリンクス
〒712-8074　倉敷市水島川崎通1-19　TEL（086）440-1636

７，０００円 ― ３/２２（金）

奥津ゴルフ倶楽部
〒708-0503　苫田郡鏡野町奥津677-1　TEL（0868）52-7011

女 子 ア マ　８，５００円（昼食付）
小 中 高 生　３，０００円（昼食別）
グランドシニア　５，８００円（昼食付）

４/７（日） ４/８（月）

香川県 高松パブリックゴルフコース
〒760-0080　高松市木太町5区4583　TEL（087）834-1524

一　　般　５，０００円
小中高生　３，０００円 ３/２０（水） ３/２０（水）

徳島県 コート・ベール徳島ゴルフクラブ
〒779-1293　阿南市那賀川町みどり台1-1　TEL（0884）42-3441

７，８９６円
（昼食付） ４／８（月） ４／８（月）

愛媛県 今治カントリー倶楽部　※セルフプレー
〒799-1693　今治市朝倉上乙1103-11　ＴＥＬ（0898）56-2222

６，83０円 ４/１０（水） ４/１０（水）

福岡県 八女上陽ゴルフ倶楽部
〒834-1102　八女市上陽町北川内2914-1　ＴＥＬ（0943）54-3030

未定 ４/４（木） ４/４（木）

宮崎県 トム・ワトソンゴルフコース
〒880-8545　宮崎市山崎町浜山　ＴＥＬ（0985）21-1301

未定 ３/３１（日） ―

沖縄県 南山カントリークラブ
〒901-0331　糸満市字真栄平1170　ＴＥＬ（098）997-2021

４，５００円 ４/４（木） ―

＜プレー料金に関して＞
プレー料金その他費用は、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い合わせください。
＜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。



西日本地区開催コース プレー料金/税込
（予定） 女子アマ日程 グランドシニア

日程

滋賀県

ベアズパウ ジャパン カントリークラブ
〒528-0065　甲賀市水口町春日146　TEL（0748）65-2525

８，３００円 ３/２８（木） ３/２８（木）

ROSE GOLF CLUB　（旧：しがらきの森カントリークラブ）
〒529-1851　甲賀市信楽町長野1532-2　ＴＥＬ（0748）83-0031

7,150円税別 ４/１０（水） ―

京都府 京都大原パブリックコース
〒601-1235　京都市左京区大原古知平町345　TEL（075）744-2331

６，９８０円
（昼食付） ― ４/１０（水）

大阪府

大阪パブリックゴルフ場
〒575-0014　四條畷市上田原1382-1　TEL（072）869-0221

7，500円
（昼食付） ３/２９（金） ３/２９（金）

京阪ゴルフ倶楽部
〒569-0844　高槻市柱本3-19-7　TEL（072）677-9900

女子アマ　６，６５０円
グランドシニア　５，０００円 ３/２３（土） ３/２７（水）

太子カントリー倶楽部
〒583-0994　南河内郡太子町葉室800　ＴＥＬ（0721）98-5800

未定 ３/１８（月） ３/１８（月）

兵庫県

北神戸ゴルフ場
〒651-1511　神戸市北区長尾町宅原大味谷1706　TEL（078）986-2233

７，９９０円 ３/２２（金） ３/２２（金）

西神戸ゴルフ場
〒651-2223　神戸市西区押部谷町木見975-1　TEL（078）994-6611

一　般　８，８２０円
友の会　６，１８０円 ４/２（火） ４/２（火）

ダンロップゴルフコース
〒651-1341　神戸市北区八多町深谷字梁ヶ谷1025-1　TEL（078）982-1221

一　　般　７，５３０円
小中高生　６，１５０円 ３/１９（火） ３/１９（火）

武庫ノ台ゴルフコース
〒651-1503　神戸市北区道場町生野字北山　TEL（078）985-2361

未定 ３/１９（火） ３/１９（火）

青野運動公苑アオノゴルフコース
〒675-2404　加西市油谷町639-3　TEL（0790）45-1556

未定 ３/２９（金） ３/２９（金）

姫路シーサイドゴルフコース
〒671-0101　姫路市大塩町2035-4　TEL（079）254-5881

５，９５０円
（昼食付） ３/２２（金） ―

よみうりゴルフウエストコース
〒669-1141　西宮市塩瀬町名塩北山　TEL（0797）62-1121

１０，４７８円 ― ３/１５（金）

グランドオークプレイヤーズコース
〒673-1304　加東市長貞1843　TEL（0795）47-2109

９，５００円
（昼食付） ３/２５（月） ３/２５（月）

奈良県 奈良柳生カントリークラブ　※セルフプレー
〒630-1242　奈良市大柳生町4800　ＴＥＬ（0742）93-0789

９，８３０円
（昼食付） ３/２９（金） ３/２９（金）

鳥取県 米子ゴルフ場
〒683-0853　米子市両三柳3192-2　TEL（0859）29-4444

6.410円（昼食付）
会員割引あり ― ４/２（火）

岡山県

花回廊ゴルフコース
〒702-8055　岡山市南区築港緑町2-1　ＴＥＬ（086）262-3028

３，７００円 ３/３１（日） ３/３１（日）

岡山空港ゴルフコース
〒701-1141　岡山市北区菅野3397-29　TEL（086）294-4477

女 子 ア マ　7,900円（1,000円食事券付）
グランドシニア　6,900円（1,000円食事券付） ４/５（金） ４/５（金）

水島ゴルフリンクス
〒712-8074　倉敷市水島川崎通1-19　TEL（086）440-1636

７，０００円 ― ３/２２（金）

奥津ゴルフ倶楽部
〒708-0503　苫田郡鏡野町奥津677-1　TEL（0868）52-7011

女 子 ア マ　８，５００円（昼食付）
小 中 高 生　３，０００円（昼食別）
グランドシニア　５，８００円（昼食付）

４/７（日） ４/８（月）

香川県 高松パブリックゴルフコース
〒760-0080　高松市木太町5区4583　TEL（087）834-1524

一　　般　５，０００円
小中高生　３，０００円 ３/２０（水） ３/２０（水）

徳島県 コート・ベール徳島ゴルフクラブ
〒779-1293　阿南市那賀川町みどり台1-1　TEL（0884）42-3441

７，８９６円
（昼食付） ４／８（月） ４／８（月）

愛媛県 今治カントリー倶楽部　※セルフプレー
〒799-1693　今治市朝倉上乙1103-11　ＴＥＬ（0898）56-2222

６，83０円 ４/１０（水） ４/１０（水）

福岡県 八女上陽ゴルフ倶楽部
〒834-1102　八女市上陽町北川内2914-1　ＴＥＬ（0943）54-3030

未定 ４/４（木） ４/４（木）

宮崎県 トム・ワトソンゴルフコース
〒880-8545　宮崎市山崎町浜山　ＴＥＬ（0985）21-1301

未定 ３/３１（日） ―

沖縄県 南山カントリークラブ
〒901-0331　糸満市字真栄平1170　ＴＥＬ（098）997-2021

４，５００円 ４/４（木） ―

＜プレー料金に関して＞
プレー料金その他費用は、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い合わせください。
＜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。








