
地区
東北 仙台空港カントリークラブ 宮城県 7月7日 水

武蔵丘ゴルフコース 埼玉県 4月16日 金
ハーモニーヒルズゴルフクラブ 栃木県 5月14日 金
太田双葉カントリークラブ 群馬県 6月16日 水
石岡ゴルフ倶楽部 茨城県 6月28日 月
姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース 千葉県 4月20日 火
千葉よみうりカントリークラブ 千葉県 5月27日 木
セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県 6月21日 月
富里ゴルフ倶楽部 千葉県 7月2日 金

地区
瑞陵ゴルフ倶楽部 岐阜県 4月22日 木
ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 愛知県 5月6日 木
ゴルフ5カントリー四日市コース 三重県 6月25日 金
ゴルフ5カントリーみずなみコース 岐阜県 7月12日 月

地区
瀬田ゴルフコース 北コース 滋賀県 4月28日 水
ダンロップゴルフコース 兵庫県 5月19日 水
北六甲カントリー倶楽部 東コース 兵庫県 6月23日 水
有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース 兵庫県 7月9日 金

中四国 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 岡山県 6月30日 水
フェニックスカントリークラブ 宮崎県 6月18日 金
福岡雷山ゴルフ倶楽部 福岡県 7月5日 月

決勝
東日本A イーストウッドカントリークラブ 栃木県 7月16日 金
東日本B 浜野ゴルフクラブ 千葉県 7月20日 火
中部日本 南山カントリークラブ 愛知県 8月6日 金
西日本 美奈木ゴルフ倶楽部 兵庫県 8月24日 火

前期決勝 大箱根カントリークラブ 神奈川県 9月29日 水
全日本 グランディ鳴門ゴルフクラブ36 Eastコース 徳島県 2022年3月10日 木

2020年12月18日現在

開催コース

開催コース

開催コース 開催日

予選日程
　【東日本】

開催コース

2021年度　PGS主催　全日本スクランブルアマチュアゴルファーズ選手権　日程表
●ダブルス戦（前期）

　【中部日本】

　【西日本】

※各競技の日程、会場は変更となる場合がございます。変更の場合は、当協会ホームページにて発表いたします。

東日本A

東日本B

予選日程

中部日本

西日本

予選日程

九州
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地区
東北 仙台空港カントリークラブ 宮城県 7月7日 水

武蔵丘ゴルフコース 埼玉県 4月16日 金
姉ヶ崎カントリー倶楽部 東コース 千葉県 4月20日 火
太田双葉カントリークラブ 群馬県 6月16日 水
セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県 6月21日 月
富里ゴルフ倶楽部 千葉県 7月2日 金

地区
瑞陵ゴルフ倶楽部 岐阜県 4月22日 木
ゴルフ5カントリー四日市コース 三重県 6月25日 金

地区
瀬田ゴルフコース 北コース 滋賀県 4月28日 水
北六甲カントリー倶楽部 東コース 兵庫県 6月23日 水
有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース 兵庫県 7月9日 金

中四国 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 岡山県 6月30日 水
フェニックスカントリークラブ 宮崎県 6月18日 金
福岡雷山ゴルフ倶楽部 福岡県 7月5日 月

決勝
前期決勝 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース 石川県 9月17日 金
全日本 グランディ鳴門ゴルフクラブ36 Eastコース 徳島県 2022年3月8日 火

東日本

　【中部日本】
開催コース 予選日程

中部日本

　【西日本】

※各競技の日程、会場は変更となる場合がございます。変更の場合は、当協会ホームページにて発表いたします。
2020年12月14日現在

開催コース 予選日程

西日本

開催コース 開催日

九州

●チーム戦（前期）
　【東日本】

開催コース 予選日程
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地区
東北 グランディ那須白河ゴルフクラブ 福島県 9月27日 月

昭和の森ゴルフコース 東京都 8月10日 火
レイクウッドゴルフクラブ 西コース 神奈川県 8月12日 木
イーストウッドカントリークラブ 栃木県 9月12日 日
新玉村ゴルフ場 群馬県 9月21日 火
山田ゴルフ倶楽部 千葉県 10月10日 日
太平洋クラブ成田コース 千葉県 10月28日 木
下館ゴルフ倶楽部 茨城県 11月5日 金
霞ヶ浦カントリー倶楽部 茨城県 11月25日 木

地区
名古屋広幡ゴルフコース 愛知県 8月20日 金
額田ゴルフ倶楽部 西コース 愛知県 9月24日 金
アリジカントリークラブ 花垣コース 三重県 10月4日 月
豊田カントリー倶楽部 愛知県 10月20日 水

地区
小野グランドカントリークラブ NEWコース 兵庫県 8月26日 木
ベアズパウ ジャパン カントリークラブ 滋賀県 9月2日 木
太平洋クラブ六甲コース 兵庫県 10月8日 金
美奈木ゴルフ倶楽部 兵庫県 11月10日 水

中四国 後楽ゴルフ倶楽部 岡山県 10月6日 水
福岡雷山ゴルフ倶楽部 福岡県 10月18日 月
熊本空港カントリークラブ 熊本県 11月15日 月

決勝
東日本A 嵐山カントリークラブ 埼玉県 10月13日 水
東日本B ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県 12月20日 月
中部日本 春日井カントリークラブ 西コース 愛知県 11月8日 月
西日本 有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース 兵庫県 12月8日 水

後期決勝 六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース 兵庫県 2022年1月13日 木
全日本 グランディ鳴門ゴルフクラブ36 Eastコース 徳島県 2022年3月10日 木

●ダブルス戦（後期）
　【東日本】

開催コース 予選日程

後期ダブルス戦、チーム戦の開催コース、日程が決定しました。

中部日本

　【西日本】
開催コース 予選日程

東日本A

東日本B

　【中部日本】
開催コース 予選日程

※各競技の日程、会場は変更となる場合がございます。変更の場合は、当協会ホームページにて発表いたします。
2021年1月18日現在

西日本

九州

開催コース 開催日
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地区
東北 グランディ那須白河ゴルフクラブ 福島県 9月27日 月

レイクウッドゴルフクラブ 西コース 神奈川県 8月20日 金
イーストウッドカントリークラブ 栃木県 9月12日 日
山田ゴルフ倶楽部 千葉県 10月10日 日
太平洋クラブ成田コース 千葉県 10月28日 木
下館ゴルフ倶楽部 茨城県 11月5日 金

地区
額田ゴルフ倶楽部 西コース 愛知県 9月24日 金
豊田カントリー倶楽部 愛知県 10月20日 水

地区
小野グランドカントリークラブ NEWコース 兵庫県 8月26日 木
太平洋クラブ六甲コース 兵庫県 10月8日 金
美奈木ゴルフ倶楽部 兵庫県 11月10日 水

中四国 後楽ゴルフ倶楽部 岡山県 10月6日 水
福岡雷山ゴルフ倶楽部 福岡県 10月18日 月
熊本空港カントリークラブ 熊本県 11月15日 月

決勝
後期決勝 東京よみうりカントリークラブ 東京都 2022年1月21日 金
全日本 グランディ鳴門ゴルフクラブ36 Eastコース 徳島県 2022年3月8日 火

●チーム戦（後期）
　【東日本】

開催コース 予選日程

東日本

　【中部日本】
開催コース 予選日程

中部日本

　【西日本】
開催コース 予選日程

西日本

2021年1月18日現在

九州

開催コース 開催日

※各競技の日程、会場は変更となる場合がございます。変更の場合は、当協会ホームページにて発表いたします。
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