
JGA/USGA  Hd c p  I n d e x取得のご案内

予選会～本戦までのシステム

申請手続きは兵庫県ゴルフ連盟で！
「JGA/USGA Hdcp Index証明書」を発行！

「JGA/USGA Hdcp Index証明書」はゴルファーのライセンス。
生涯スポーツとしてのゴルフを楽しんで下さい。

□申請書に必要事項を明記の上、登録料を添えて「現金書留」にて上記宛先まで登録
　手続きをして下さい。（ストロークコントロールカード同封可）
□提出されたストロークコントロールカードが5枚以上になりましたら査定し、
　「JGA/USGA ハンディキャップ インデックス証明書」を発行します。
□提出するストロークコントロールカード（アテスターのサイン入）は2014年度以降の
　ものとし、ハンディキャップの査定は毎月1日に行います。
□登録に使用できるストロークコントロールカードは、J.G.A.のコースレーティングを
　受けたクラブのものに限ります。
□JGA/USGA ハンディキャップ インデックスを取得されている方は「兵庫県主催の
　競技会」に参加出場することができます。

取得方法

※「JGA/USGA Hdcp Index」証明後も、ラウンドされたコントロールカードは随時提出して常に適正なハンディキャップ査定をお受け下さい。

三木ゴルフ倶楽部
（月） （木）11月27日 ～11月30日

一次予選会開催期間
2017年4月1日（土）～2017年6月15日（木）　＊各会場の開催日程は中面をご覧ください。

会 　 場
兵庫県ゴルフ協会加盟コース

アンダーハンディ競技／日本ゴルフ協会ゴルフ規則および各会場ローカル・ルールを適用
①クローズド方式（クラブ会員のみ）
　月例／倶楽部競技併用開催の日程は、各所属クラブにお問い合せ下さい。
②オープン方式（一般）
　Ｈｄｃｐ Index部門
　　ＪＧＡ/ＵＳＧＡ Ｈｄcp Index保持者
　　※ＪＧＡ/ＵＳＧＡ Hdcp IndexでＡクラス（～11.0）、Ｂクラス（11.1～20.0）までを対象にクラス別で順位を決定する。
　ダブルペリア部門
　　ＪＧＡ/ＵＳＧＡ Ｈｄcp Indexを保持していない者
　　※ダブルペリア方式で順位を決定。
　　※但し、ダブルペリア方式で算出されたＨｄｃｐの上限は36までとする。
　

競技内容／競技規則

参 加 者 数

通　　　過

Hdcp Index部門　1競技（Ａ・Ｂ合わせて）1組以上にて競技成立（各クラス2名以上で計4名以上）
ダブルペリア部門　1競技3名以上にて競技成立

Hdcp Index部門　参加人数の50％とする。（但しＡ・Ｂクラス其々2名様以上が必須）　※Aクラス、Bクラスそれぞれの順位にて通過人数を決定する。
ダブルペリア部門　参加人数の30％とする。（但し対象者が3名以上が必須）

JGA/USGA Hdcp Index保持者
　・年齢16歳以上でJGA/USGA Hdcp Index20.0以下までとする。
　　☆但しJGA/USGA Hdcp Index20.1以上は20.0にて参加可能。必ず大会当日に有効なＪＧＡ/ＵＳＧＡ Hdcp Index証明書を持参の事。
JGA/USGA Hdcp Index保持していない者
　・年齢16歳以上とする。
　　☆ダブルペリア方式で参加の場合は二次予選会までにJGA/USGA Hdcp Indexを取得する事。
　　☆JGA/USGA Hdcp Indexを保持している方はダブルペリア方式には参加する事が出来ません。もし違反した場合は、「兵庫県主催の競技会」には1年間出場不可と致します。

1名 1,720円（消費税含）
内訳／参加費用1,620円（消費税含）、チャリティー基金100円　＊ご参加いただく会場にて参加料をお支払い下さい。

※一次予選会で複数回通過された方は、二次予選会には2度までの参加を可とする。
　但し、一次予選会を（Hdcp Index部門、ダブルペリア部門ともに）2回通過しなければならない。
※ダブルペリア方式での参加で二次予選会通過者は、二次予選会までにJGA/USGA Hdcp Indexを取得しなければならない。

出 場 資 格

参 加 料

備　　　考

JGA/USGA Hdcp Indexを取得するには、
兵庫県ゴルフ連盟（TEL.078-392-0562）まで！
または右記ホームページにアクセス！

兵庫県ゴルフ連盟　〒650-0024　神戸市中央区海岸通8　神港ビル708　

http://www.hgu1995.com

参加者

大募集
！
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詳しくは、直接ゴルフ場（中面及び裏表紙参照）または、のじぎくオープンゴルフ選手権 大会事務局
TEL.0120-114-646までお問い合わせ下さい。

アンダーハンディ競技 Hdcp Index 保持者も、そうでない方も参加可能になりました！
ダブルペリア方式採用で、二次予選会までにHdcp Indexを取得して本戦出場権を狙え！！

16歳以上ならどなたでも参加可能に！

DIC649

一 次 予 選 会

第11回のじぎくオープンゴルフ選手権大会　チャリティーゴルフ大会
一次予選会実施要項

登 録 料 1,000円
利 用 料 1,000円（登録された翌年より利用料がかかります。）

二 次 予 選 会

決 勝 大 会

◆参加料　1,720円（消費税・チャリティー基金含）　※別途プレーフィは各開催コースにお問合せ下さい。
◆参加賞　参加者全員にはばたんグッズ（マーカー）をプレゼント！！
　　　　　年齢16歳以上であれば、どなたでも参加可能！

◆参　加　料　6,480円（消費税含）　
◆参 加 資 格　一次予選会通過者で、JGA/USGA Hdcp Index保持者（大会当日に最新のJGA/USGA Hdcp Index証明書を持参の事）
◆競 技 方 法　アンダーハンディ競技　※スロープレーティングは採用いたしません
◆競 技 規 則　日本ゴルフ協会ゴルフ規則および各会場ローカル・ルールを適用
◆通　　　過　各会場参加者数により、本戦出場人数を決定（本戦出場者89名を選出）
　　　　　　　※総出場人数より、JGA/USGA Hdcp IndexAクラス（～11.0）、Bクラス（11.1～20.0）とクラス分けを行い、
　　　　　　　それぞれのクラス総人数、且つ各開催クラブの参加人数毎に、比例配分にて本戦への出場人数を決定。
◆クォリファイ賞　二次予選会参加者全員に記念品（ネームタッグ）

◆出場選手　アマチュア90名　プロゴルファー30名
　　　　　　※前年度総合優勝者及び前年度ベストアマチュアを含む計120名
◆エントリーフィ　アマチュア　無料
◆表　　彰　総合優勝、ベストアマチュア、セカンドアマチュア、
　　　　　　サードアマチュア
◆ＴＶ放映　スカイA、サンテレビジョン（予定）
◆そ　の　他　アマチュアは帯同キャディを認めない。

参加人数の50％が二次予選へ！！ 参加人数の30％が二次予選へ！！

（JGA/USGA Hdcp Index保持者）
※Aクラス（～11.0）・Bクラス（11.1～20.0）の対象者がそれ
　ぞれ2名以上のご参加で競技成立
※各クラス別の順位にて通過者を決定する。

※Hdcpを持っていない方対象のご参加が3名以上で競技成立
※上限Hdcpは36まで。

（JGA/USGA Hdcp Indexを持っていない方）

★二次予選会出場には、Hdcp Indexの取得が必須となります。

◆Hdcp Index部門 ◆ダブルペリア部門

★二次予選会当日には、最新のJGA/USGA Hdcp Indexの証明書を持参の事

★二次予選会出場上位者89名が本大会へ！！

※上記の金額には、諸税、振興基金、食事代は含みません。

8月4日（金）
六甲カントリー倶楽部
　　　　キャディ付
予備日：8月28（月）
◆プレーフィ￥10,000

8月1日（火）
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
　　　　キャディ付
予備日：8月8（火）
◆プレーフィ￥10,000

8月7日（月）
有馬カンツリー倶楽部
　　　　キャディ付
予備日：8月21日（月）
◆プレーフィ￥10,000

8月21日（月）
太平洋クラブ宝塚コース
　　　　　　セルフ
予備日：8月28日（月）
◆プレーフィ￥7,000

8月30日（水）
宝塚高原ゴルフクラブ
　　　　　　セルフ
予備日：8月31日（木）
◆プレーフィ￥7,000

8月18日（金）
北六甲カントリー倶楽部東コース
　　　　キャディ付
予備日：9月4日（月）
◆プレーフィ￥10,000

2日間　36ホールズストロークプレー/アンダーハンディ競技

はばたんグッズ（マーカー）

参 加 賞

4 月 1日 土
白鷺ゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ

4月 2日 日 白鷺ゴルフクラブ

4月 3日 月
サンロイヤルゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ

4月 4日 火

青山ゴルフクラブ
オリムピックゴルフ倶楽部
関西ゴルフ倶楽部
G-style カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
吉川ロイヤルゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

4月 5日 水
青山ゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
東海カントリー倶楽部

4月 6日 木
青山ゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

4月 7日 金

有馬冨士カンツリークラブ
神戸三田ゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木セブンハンドレッド倶楽部

4月 8日 土

4月 9日 日
淡路カントリー倶楽部
太平洋クラブ宝塚コース
ローズウッドゴルフクラブ

4月 10日 月
鳳鳴カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

4月 11日 火 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
4月 12日 水 神戸三田ゴルフクラブ

4月 13日 木

青山ゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
山東カントリークラブ
東海カントリー倶楽部
西神戸ゴルフ場

4月 14日 金

神戸三田ゴルフクラブ
山東カントリークラブ
新宝塚カントリークラブ
太平洋クラブ宝塚コース
鳴尾ゴルフ倶楽部
西宮カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木セブンハンドレッド倶楽部

4月 15日 土
4月 16日 日

4月 17日 月

青山ゴルフクラブ
粟賀ゴルフ倶楽部
神戸パインウッズゴルフクラブ
ザ・サイプレスゴルフクラブ
ストークヒルゴルフクラブ
東海カントリー倶楽部
ローズウッドゴルフクラブ

4月 18日 火

青山ゴルフクラブ
有馬冨士カンツリークラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
粟賀ゴルフ倶楽部
オリムピックゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木よかわカントリークラブ

4月 19日 水

青山ゴルフクラブ
青山台ゴルフ倶楽部
加古川ゴルフ倶楽部
北六甲カントリー倶楽部 ( 西 )
鳳鳴カントリークラブ
吉川カントリー倶楽部

4月 20日 木

青山ゴルフクラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ

4 月開催
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参加希望の方は、開催コースにお電話いただき、料金をお確かめの上、裏面の参加申込書に必要事項を記入し、
開催コースに直接FAXにてお申し込み下さい。

4 月 20日 木

花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
姫路相生カントリークラブ
三木セブンハンドレッド倶楽部
やしろ東条ゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

4月 21日 金

青山ゴルフクラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
オリムピックゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
やしろ東条ゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

4月 22日 土
神戸三田ゴルフクラブ
三日月カントリークラブ

4月 23日 日

小野東洋ゴルフ倶楽部
ベル・グリーンカントリークラブ
三日月カントリークラブ
吉川ロイヤルゴルフクラブ

4月 24日 月

青山ゴルフクラブ
有馬冨士カンツリークラブ
山東カントリークラブ
東条パインバレーゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

4月 25日 火

青山ゴルフクラブ
小野グランドカントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
太平洋クラブ六甲コース
東条ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
播州東洋ゴルフ倶楽部
よみうりカントリークラブ
六甲国際ゴルフ倶楽部

4月 26日 水

青山ゴルフクラブ
小野グランドカントリークラブ
神戸三田ゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
パインレークゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

4月 27日 木

旭国際宝塚カンツリー倶楽部
小野グランドカントリークラブ
北六甲カントリー倶楽部 ( 東 )
神戸三田ゴルフクラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
東海カントリー倶楽部
パインレークゴルフクラブ
三木セブンハンドレッド倶楽部

4月 28日 金

小野グランドカントリークラブ
小野ゴルフ倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
山東カントリークラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
西宮高原ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

4月 29日 土（祝）

4月 30日 日

赤穂国際カントリークラブ
淡路カントリー倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
姫路相生カントリークラブ
鳳鳴カントリークラブ

■兵庫県ゴルフ連盟／第11回 のじぎくオープンゴルフ選手権_一次予選申込書_表面［W612×H297mm］

表3（202mm） 表2（205mm） 表1（205mm）
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出 場 資 格

参 加 料

備　　　考

JGA/USGA Hdcp Indexを取得するには、
兵庫県ゴルフ連盟（TEL.078-392-0562）まで！
または右記ホームページにアクセス！

兵庫県ゴルフ連盟　〒650-0024　神戸市中央区海岸通8　神港ビル708　

http://www.hgu1995.com

参加者

大募集
！

Hdcp
 Inde

x取得
中でも

参加可
能！！
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詳しくは、直接ゴルフ場（中面及び裏表紙参照）または、のじぎくオープンゴルフ選手権 大会事務局
TEL.0120-114-646までお問い合わせ下さい。

アンダーハンディ競技 Hdcp Index 保持者も、そうでない方も参加可能になりました！
ダブルペリア方式採用で、二次予選会までにHdcp Indexを取得して本戦出場権を狙え！！

16歳以上ならどなたでも参加可能に！

DIC649

一 次 予 選 会

第11回のじぎくオープンゴルフ選手権大会　チャリティーゴルフ大会
一次予選会実施要項

登 録 料 1,000円
利 用 料 1,000円（登録された翌年より利用料がかかります。）

二 次 予 選 会

決 勝 大 会

◆参加料　1,720円（消費税・チャリティー基金含）　※別途プレーフィは各開催コースにお問合せ下さい。
◆参加賞　参加者全員にはばたんグッズ（マーカー）をプレゼント！！
　　　　　年齢16歳以上であれば、どなたでも参加可能！

◆参　加　料　6,480円（消費税含）　
◆参 加 資 格　一次予選会通過者で、JGA/USGA Hdcp Index保持者（大会当日に最新のJGA/USGA Hdcp Index証明書を持参の事）
◆競 技 方 法　アンダーハンディ競技　※スロープレーティングは採用いたしません
◆競 技 規 則　日本ゴルフ協会ゴルフ規則および各会場ローカル・ルールを適用
◆通　　　過　各会場参加者数により、本戦出場人数を決定（本戦出場者89名を選出）
　　　　　　　※総出場人数より、JGA/USGA Hdcp IndexAクラス（～11.0）、Bクラス（11.1～20.0）とクラス分けを行い、
　　　　　　　それぞれのクラス総人数、且つ各開催クラブの参加人数毎に、比例配分にて本戦への出場人数を決定。
◆クォリファイ賞　二次予選会参加者全員に記念品（ネームタッグ）

◆出場選手　アマチュア90名　プロゴルファー30名
　　　　　　※前年度総合優勝者及び前年度ベストアマチュアを含む計120名
◆エントリーフィ　アマチュア　無料
◆表　　彰　総合優勝、ベストアマチュア、セカンドアマチュア、
　　　　　　サードアマチュア
◆ＴＶ放映　スカイA、サンテレビジョン（予定）
◆そ　の　他　アマチュアは帯同キャディを認めない。

参加人数の50％が二次予選へ！！ 参加人数の30％が二次予選へ！！

（JGA/USGA Hdcp Index保持者）
※Aクラス（～11.0）・Bクラス（11.1～20.0）の対象者がそれ
　ぞれ2名以上のご参加で競技成立
※各クラス別の順位にて通過者を決定する。

※Hdcpを持っていない方対象のご参加が3名以上で競技成立
※上限Hdcpは36まで。

（JGA/USGA Hdcp Indexを持っていない方）

★二次予選会出場には、Hdcp Indexの取得が必須となります。

◆Hdcp Index部門 ◆ダブルペリア部門

★二次予選会当日には、最新のJGA/USGA Hdcp Indexの証明書を持参の事

★二次予選会出場上位者89名が本大会へ！！

※上記の金額には、諸税、振興基金、食事代は含みません。

8月4日（金）
六甲カントリー倶楽部
　　　　キャディ付
予備日：8月28（月）
◆プレーフィ￥10,000

8月1日（火）
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
　　　　キャディ付
予備日：8月8（火）
◆プレーフィ￥10,000

8月7日（月）
有馬カンツリー倶楽部
　　　　キャディ付
予備日：8月21日（月）
◆プレーフィ￥10,000

8月21日（月）
太平洋クラブ宝塚コース
　　　　　　セルフ
予備日：8月28日（月）
◆プレーフィ￥7,000

8月30日（水）
宝塚高原ゴルフクラブ
　　　　　　セルフ
予備日：8月31日（木）
◆プレーフィ￥7,000

8月18日（金）
北六甲カントリー倶楽部東コース
　　　　キャディ付
予備日：9月4日（月）
◆プレーフィ￥10,000

2日間　36ホールズストロークプレー/アンダーハンディ競技

はばたんグッズ（マーカー）

参 加 賞

4 月 1日 土
白鷺ゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ

4月 2日 日 白鷺ゴルフクラブ

4月 3日 月
サンロイヤルゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ

4月 4日 火

青山ゴルフクラブ
オリムピックゴルフ倶楽部
関西ゴルフ倶楽部
G-style カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
吉川ロイヤルゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

4月 5日 水
青山ゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
東海カントリー倶楽部

4月 6日 木
青山ゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

4月 7日 金

有馬冨士カンツリークラブ
神戸三田ゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木セブンハンドレッド倶楽部

4月 8日 土

4月 9日 日
淡路カントリー倶楽部
太平洋クラブ宝塚コース
ローズウッドゴルフクラブ

4月 10日 月
鳳鳴カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

4月 11日 火 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
4月 12日 水 神戸三田ゴルフクラブ

4月 13日 木

青山ゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
山東カントリークラブ
東海カントリー倶楽部
西神戸ゴルフ場

4月 14日 金

神戸三田ゴルフクラブ
山東カントリークラブ
新宝塚カントリークラブ
太平洋クラブ宝塚コース
鳴尾ゴルフ倶楽部
西宮カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木セブンハンドレッド倶楽部

4月 15日 土
4月 16日 日

4月 17日 月

青山ゴルフクラブ
粟賀ゴルフ倶楽部
神戸パインウッズゴルフクラブ
ザ・サイプレスゴルフクラブ
ストークヒルゴルフクラブ
東海カントリー倶楽部
ローズウッドゴルフクラブ

4月 18日 火

青山ゴルフクラブ
有馬冨士カンツリークラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
粟賀ゴルフ倶楽部
オリムピックゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木よかわカントリークラブ

4月 19日 水

青山ゴルフクラブ
青山台ゴルフ倶楽部
加古川ゴルフ倶楽部
北六甲カントリー倶楽部 ( 西 )
鳳鳴カントリークラブ
吉川カントリー倶楽部

4月 20日 木

青山ゴルフクラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ

4 月開催
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参加希望の方は、開催コースにお電話いただき、料金をお確かめの上、裏面の参加申込書に必要事項を記入し、
開催コースに直接FAXにてお申し込み下さい。

4 月 20日 木

花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
姫路相生カントリークラブ
三木セブンハンドレッド倶楽部
やしろ東条ゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

4月 21日 金

青山ゴルフクラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
オリムピックゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
やしろ東条ゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

4月 22日 土
神戸三田ゴルフクラブ
三日月カントリークラブ

4月 23日 日

小野東洋ゴルフ倶楽部
ベル・グリーンカントリークラブ
三日月カントリークラブ
吉川ロイヤルゴルフクラブ

4月 24日 月

青山ゴルフクラブ
有馬冨士カンツリークラブ
山東カントリークラブ
東条パインバレーゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

4月 25日 火

青山ゴルフクラブ
小野グランドカントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
太平洋クラブ六甲コース
東条ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
播州東洋ゴルフ倶楽部
よみうりカントリークラブ
六甲国際ゴルフ倶楽部

4月 26日 水

青山ゴルフクラブ
小野グランドカントリークラブ
神戸三田ゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
パインレークゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

4月 27日 木

旭国際宝塚カンツリー倶楽部
小野グランドカントリークラブ
北六甲カントリー倶楽部 ( 東 )
神戸三田ゴルフクラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
東海カントリー倶楽部
パインレークゴルフクラブ
三木セブンハンドレッド倶楽部

4月 28日 金

小野グランドカントリークラブ
小野ゴルフ倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
山東カントリークラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
西宮高原ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

4月 29日 土（祝）

4月 30日 日

赤穂国際カントリークラブ
淡路カントリー倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
姫路相生カントリークラブ
鳳鳴カントリークラブ

■兵庫県ゴルフ連盟／第11回 のじぎくオープンゴルフ選手権_一次予選申込書_表面［W612×H297mm］

表3（202mm） 表2（205mm） 表1（205mm）



JGA/USGA  Hd c p  I n d e x取得のご案内

予選会～本戦までのシステム

申請手続きは兵庫県ゴルフ連盟で！
「JGA/USGA Hdcp Index証明書」を発行！

「JGA/USGA Hdcp Index証明書」はゴルファーのライセンス。
生涯スポーツとしてのゴルフを楽しんで下さい。

□申請書に必要事項を明記の上、登録料を添えて「現金書留」にて上記宛先まで登録
　手続きをして下さい。（ストロークコントロールカード同封可）
□提出されたストロークコントロールカードが5枚以上になりましたら査定し、
　「JGA/USGA ハンディキャップ インデックス証明書」を発行します。
□提出するストロークコントロールカード（アテスターのサイン入）は2014年度以降の
　ものとし、ハンディキャップの査定は毎月1日に行います。
□登録に使用できるストロークコントロールカードは、J.G.A.のコースレーティングを
　受けたクラブのものに限ります。
□JGA/USGA ハンディキャップ インデックスを取得されている方は「兵庫県主催の
　競技会」に参加出場することができます。

取得方法

※「JGA/USGA Hdcp Index」証明後も、ラウンドされたコントロールカードは随時提出して常に適正なハンディキャップ査定をお受け下さい。

三木ゴルフ倶楽部
（月） （木）11月27日 ～11月30日

一次予選会開催期間
2017年4月1日（土）～2017年6月15日（木）　＊各会場の開催日程は中面をご覧ください。

会 　 場
兵庫県ゴルフ協会加盟コース

アンダーハンディ競技／日本ゴルフ協会ゴルフ規則および各会場ローカル・ルールを適用
①クローズド方式（クラブ会員のみ）
　月例／倶楽部競技併用開催の日程は、各所属クラブにお問い合せ下さい。
②オープン方式（一般）
　Ｈｄｃｐ Index部門
　　ＪＧＡ/ＵＳＧＡ Ｈｄcp Index保持者
　　※ＪＧＡ/ＵＳＧＡ Hdcp IndexでＡクラス（～11.0）、Ｂクラス（11.1～20.0）までを対象にクラス別で順位を決定する。
　ダブルペリア部門
　　ＪＧＡ/ＵＳＧＡ Ｈｄcp Indexを保持していない者
　　※ダブルペリア方式で順位を決定。
　　※但し、ダブルペリア方式で算出されたＨｄｃｐの上限は36までとする。
　

競技内容／競技規則

参 加 者 数

通　　　過

Hdcp Index部門　1競技（Ａ・Ｂ合わせて）1組以上にて競技成立（各クラス2名以上で計4名以上）
ダブルペリア部門　1競技3名以上にて競技成立

Hdcp Index部門　参加人数の50％とする。（但しＡ・Ｂクラス其々2名様以上が必須）　※Aクラス、Bクラスそれぞれの順位にて通過人数を決定する。
ダブルペリア部門　参加人数の30％とする。（但し対象者が3名以上が必須）

JGA/USGA Hdcp Index保持者
　・年齢16歳以上でJGA/USGA Hdcp Index20.0以下までとする。
　　☆但しJGA/USGA Hdcp Index20.1以上は20.0にて参加可能。必ず大会当日に有効なＪＧＡ/ＵＳＧＡ Hdcp Index証明書を持参の事。
JGA/USGA Hdcp Index保持していない者
　・年齢16歳以上とする。
　　☆ダブルペリア方式で参加の場合は二次予選会までにJGA/USGA Hdcp Indexを取得する事。
　　☆JGA/USGA Hdcp Indexを保持している方はダブルペリア方式には参加する事が出来ません。もし違反した場合は、「兵庫県主催の競技会」には1年間出場不可と致します。

1名 1,720円（消費税含）
内訳／参加費用1,620円（消費税含）、チャリティー基金100円　＊ご参加いただく会場にて参加料をお支払い下さい。

※一次予選会で複数回通過された方は、二次予選会には2度までの参加を可とする。
　但し、一次予選会を（Hdcp Index部門、ダブルペリア部門ともに）2回通過しなければならない。
※ダブルペリア方式での参加で二次予選会通過者は、二次予選会までにJGA/USGA Hdcp Indexを取得しなければならない。

出 場 資 格

参 加 料

備　　　考

JGA/USGA Hdcp Indexを取得するには、
兵庫県ゴルフ連盟（TEL.078-392-0562）まで！
または右記ホームページにアクセス！

兵庫県ゴルフ連盟　〒650-0024　神戸市中央区海岸通8　神港ビル708　

http://www.hgu1995.com

参加者

大募集
！

Hdcp
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詳しくは、直接ゴルフ場（中面及び裏表紙参照）または、のじぎくオープンゴルフ選手権 大会事務局
TEL.0120-114-646までお問い合わせ下さい。

アンダーハンディ競技 Hdcp Index 保持者も、そうでない方も参加可能になりました！
ダブルペリア方式採用で、二次予選会までにHdcp Indexを取得して本戦出場権を狙え！！

16歳以上ならどなたでも参加可能に！

DIC649

一 次 予 選 会

第11回のじぎくオープンゴルフ選手権大会　チャリティーゴルフ大会
一次予選会実施要項

登 録 料 1,000円
利 用 料 1,000円（登録された翌年より利用料がかかります。）

二 次 予 選 会

決 勝 大 会

◆参加料　1,720円（消費税・チャリティー基金含）　※別途プレーフィは各開催コースにお問合せ下さい。
◆参加賞　参加者全員にはばたんグッズ（マーカー）をプレゼント！！
　　　　　年齢16歳以上であれば、どなたでも参加可能！

◆参　加　料　6,480円（消費税含）　
◆参 加 資 格　一次予選会通過者で、JGA/USGA Hdcp Index保持者（大会当日に最新のJGA/USGA Hdcp Index証明書を持参の事）
◆競 技 方 法　アンダーハンディ競技　※スロープレーティングは採用いたしません
◆競 技 規 則　日本ゴルフ協会ゴルフ規則および各会場ローカル・ルールを適用
◆通　　　過　各会場参加者数により、本戦出場人数を決定（本戦出場者89名を選出）
　　　　　　　※総出場人数より、JGA/USGA Hdcp IndexAクラス（～11.0）、Bクラス（11.1～20.0）とクラス分けを行い、
　　　　　　　それぞれのクラス総人数、且つ各開催クラブの参加人数毎に、比例配分にて本戦への出場人数を決定。
◆クォリファイ賞　二次予選会参加者全員に記念品（ネームタッグ）

◆出場選手　アマチュア90名　プロゴルファー30名
　　　　　　※前年度総合優勝者及び前年度ベストアマチュアを含む計120名
◆エントリーフィ　アマチュア　無料
◆表　　彰　総合優勝、ベストアマチュア、セカンドアマチュア、
　　　　　　サードアマチュア
◆ＴＶ放映　スカイA、サンテレビジョン（予定）
◆そ　の　他　アマチュアは帯同キャディを認めない。

参加人数の50％が二次予選へ！！ 参加人数の30％が二次予選へ！！

（JGA/USGA Hdcp Index保持者）
※Aクラス（～11.0）・Bクラス（11.1～20.0）の対象者がそれ
　ぞれ2名以上のご参加で競技成立
※各クラス別の順位にて通過者を決定する。

※Hdcpを持っていない方対象のご参加が3名以上で競技成立
※上限Hdcpは36まで。

（JGA/USGA Hdcp Indexを持っていない方）

★二次予選会出場には、Hdcp Indexの取得が必須となります。

◆Hdcp Index部門 ◆ダブルペリア部門

★二次予選会当日には、最新のJGA/USGA Hdcp Indexの証明書を持参の事

★二次予選会出場上位者89名が本大会へ！！

※上記の金額には、諸税、振興基金、食事代は含みません。

8月4日（金）
六甲カントリー倶楽部
　　　　キャディ付
予備日：8月28（月）
◆プレーフィ￥10,000

8月1日（火）
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
　　　　キャディ付
予備日：8月8（火）
◆プレーフィ￥10,000

8月7日（月）
有馬カンツリー倶楽部
　　　　キャディ付
予備日：8月21日（月）
◆プレーフィ￥10,000

8月21日（月）
太平洋クラブ宝塚コース
　　　　　　セルフ
予備日：8月28日（月）
◆プレーフィ￥7,000

8月30日（水）
宝塚高原ゴルフクラブ
　　　　　　セルフ
予備日：8月31日（木）
◆プレーフィ￥7,000

8月18日（金）
北六甲カントリー倶楽部東コース
　　　　キャディ付
予備日：9月4日（月）
◆プレーフィ￥10,000

2日間　36ホールズストロークプレー/アンダーハンディ競技

はばたんグッズ（マーカー）

参 加 賞

4 月 1日 土
白鷺ゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ

4月 2日 日 白鷺ゴルフクラブ

4月 3日 月
サンロイヤルゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ

4月 4日 火

青山ゴルフクラブ
オリムピックゴルフ倶楽部
関西ゴルフ倶楽部
G-style カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
吉川ロイヤルゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

4月 5日 水
青山ゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
東海カントリー倶楽部

4月 6日 木
青山ゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

4月 7日 金

有馬冨士カンツリークラブ
神戸三田ゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木セブンハンドレッド倶楽部

4月 8日 土

4月 9日 日
淡路カントリー倶楽部
太平洋クラブ宝塚コース
ローズウッドゴルフクラブ

4月 10日 月
鳳鳴カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

4月 11日 火 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
4月 12日 水 神戸三田ゴルフクラブ

4月 13日 木

青山ゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
山東カントリークラブ
東海カントリー倶楽部
西神戸ゴルフ場

4月 14日 金

神戸三田ゴルフクラブ
山東カントリークラブ
新宝塚カントリークラブ
太平洋クラブ宝塚コース
鳴尾ゴルフ倶楽部
西宮カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木セブンハンドレッド倶楽部

4月 15日 土
4月 16日 日

4月 17日 月

青山ゴルフクラブ
粟賀ゴルフ倶楽部
神戸パインウッズゴルフクラブ
ザ・サイプレスゴルフクラブ
ストークヒルゴルフクラブ
東海カントリー倶楽部
ローズウッドゴルフクラブ

4月 18日 火

青山ゴルフクラブ
有馬冨士カンツリークラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
粟賀ゴルフ倶楽部
オリムピックゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木よかわカントリークラブ

4月 19日 水

青山ゴルフクラブ
青山台ゴルフ倶楽部
加古川ゴルフ倶楽部
北六甲カントリー倶楽部 ( 西 )
鳳鳴カントリークラブ
吉川カントリー倶楽部

4月 20日 木

青山ゴルフクラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ

4 月開催
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参加希望の方は、開催コースにお電話いただき、料金をお確かめの上、裏面の参加申込書に必要事項を記入し、
開催コースに直接FAXにてお申し込み下さい。

4 月 20日 木

花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
姫路相生カントリークラブ
三木セブンハンドレッド倶楽部
やしろ東条ゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

4月 21日 金

青山ゴルフクラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
オリムピックゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
やしろ東条ゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

4月 22日 土
神戸三田ゴルフクラブ
三日月カントリークラブ

4月 23日 日

小野東洋ゴルフ倶楽部
ベル・グリーンカントリークラブ
三日月カントリークラブ
吉川ロイヤルゴルフクラブ

4月 24日 月

青山ゴルフクラブ
有馬冨士カンツリークラブ
山東カントリークラブ
東条パインバレーゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

4月 25日 火

青山ゴルフクラブ
小野グランドカントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
太平洋クラブ六甲コース
東条ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
播州東洋ゴルフ倶楽部
よみうりカントリークラブ
六甲国際ゴルフ倶楽部

4月 26日 水

青山ゴルフクラブ
小野グランドカントリークラブ
神戸三田ゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
パインレークゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

4月 27日 木

旭国際宝塚カンツリー倶楽部
小野グランドカントリークラブ
北六甲カントリー倶楽部 ( 東 )
神戸三田ゴルフクラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
東海カントリー倶楽部
パインレークゴルフクラブ
三木セブンハンドレッド倶楽部

4月 28日 金

小野グランドカントリークラブ
小野ゴルフ倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
山東カントリークラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
西宮高原ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

4月 29日 土（祝）

4月 30日 日

赤穂国際カントリークラブ
淡路カントリー倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
姫路相生カントリークラブ
鳳鳴カントリークラブ

■兵庫県ゴルフ連盟／第11回 のじぎくオープンゴルフ選手権_一次予選申込書_表面［W612×H297mm］
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DIC649■兵庫県ゴルフ連盟／第11回 のじぎくオープンゴルフ選手権_一次予選申込書_表面［W612×H297mm］

☆一次予選会を複数回通過された方は、二次予選会には2度までの参加を可と致します。 
　但し、一次予選会を2回通過しなければならない。
☆ダブルペリア方式で通過された場合は、二次予選会までにJGA/USGA Hdcp Indexを取得すること。
☆すでにJGA/USGA Hdcp Indexを保持している方は、ダブルペリア方式には参加する事が出来ません。
　もし違反した場合は、「兵庫県主催の競技会」には1年間出場不可と致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　

※ご希望の開催コースへFAXして下さい。

出場希望コース名 実施日

□取得している

現在の
JGA/USGA Hdcp Index

□取得していない

　月　　　 日

JGA/USGA Hdcp Indexの有無

Glid No.
取得コース
又は団体名

お名前

フリガナ

TEL 携帯TEL

P C

携帯

FAX

連絡先メールアドレス

ご　住　所　　 〒

FAX送信方向
5 月 1日 月 淡路カントリー倶楽部

5月 2日 火
小野東洋ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

5月 3日 水（祝） 小野東洋ゴルフ倶楽部

5月 4日
木

（祝）

大岡ゴルフ倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ

5月 5日
金

（祝）

淡路カントリー倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ

5月 6日 土

有馬冨士カンツリークラブ
白鷺ゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ
三日月カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

5月 7日 日

神戸三田ゴルフクラブ
太平洋クラブ宝塚コース
姫路相生カントリークラブ
鳳鳴カントリークラブ
三日月カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

5月 8日 月

旭国際宝塚カンツリー倶楽部
山東カントリークラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
妙見富士カントリークラブ
やしろ東条ゴルフクラブ

5月 9日 火

青山ゴルフクラブ
神有カントリー倶楽部
太平洋クラブ六甲コース
G-style カントリー倶楽部
東海カントリー倶楽部
西宮カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
妙見富士カントリークラブ
やしろ東条ゴルフクラブ
よみうりカントリークラブ

5月 10日 水

青山ゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
山東カントリークラブ
播州東洋ゴルフ倶楽部
妙見富士カントリークラブ
吉川カントリー倶楽部
吉川ロイヤルゴルフクラブ

5月 11日 木

青山ゴルフクラブ
大岡ゴルフ倶楽部
新宝塚カントリークラブ
ストークヒルゴルフクラブ
妙見富士カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

5月 12日 金

小野ゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ
太平洋クラブ宝塚コース
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
妙見富士カントリークラブ

5月 13日 土 山東カントリークラブ
5月 14日 日 山東カントリークラブ

5月 15日 月

青山ゴルフクラブ
有馬カンツリー倶楽部
有馬冨士カンツリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
西宮六甲ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
鳳鳴カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

5月 16日 火

青山ゴルフクラブ
粟賀ゴルフ倶楽部
オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木ゴルフ倶楽部
六甲国際ゴルフ倶楽部

5月 17日 水
粟賀ゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ

5月 18日 木
青山ゴルフクラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ

5 月開催

5 月 18日 木

城山ゴルフ倶楽部
新宝塚カントリークラブ
東海カントリー倶楽部
三木ゴルフ倶楽部
六甲カントリー倶楽部

5月 19日 金

青山ゴルフクラブ
淡路カントリー倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸パインウッズゴルフクラブ
鳴尾ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
姫路相生カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

5月 20日 土
三日月カントリークラブ
吉川ロイヤルゴルフクラブ

5月 21日 日
大岡ゴルフ倶楽部
城山ゴルフ倶楽部
三日月カントリークラブ

5月 22日 月

青山ゴルフクラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
ローズウッドゴルフクラブ

5月 23日 火

青山ゴルフクラブ
小野グランドカントリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
太平洋クラブ六甲コース
東海カントリー倶楽部
三木ゴルフ倶楽部

5月 24日 水

青山ゴルフクラブ
旭国際宝塚カンツリー倶楽部
小野グランドカントリークラブ
オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
パインレークゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ
三木ゴルフ倶楽部

5月 25日 木

青山ゴルフクラブ
赤穂国際カントリークラブ
小野グランドカントリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
東条湖カントリー倶楽部
パインレークゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
播州東洋ゴルフ倶楽部

5月 26日 金

有馬冨士カンツリークラブ
ＡＢＣゴルフ倶楽部
小野グランドカントリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
西宮六甲ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

5月 27日 土
5月 28日 日

5月 29日 月
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
北神戸ゴルフ場

5月 30日 火

青野運動公苑アオノゴルフコース
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
東海カントリー倶楽部
東条パインバレーゴルフクラブ
西神戸ゴルフ場
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

5月 31日 水

オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
東条の森カントリークラブ東条ｺｰｽ
西宮高原ゴルフ倶楽部
鳳鳴カントリークラブ

6 月 1日 木

オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
ＪＯＹＸゴルフ倶楽部上月コース
白鷺ゴルフクラブ
東条ゴルフ倶楽部
播磨カントリークラブ

6月 2日 金

旭国際宝塚カンツリー倶楽部
有馬冨士カンツリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
宝塚高原ゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

6月 3日 土
城山ゴルフ倶楽部
三日月カントリークラブ

6月 4日 日
城山ゴルフ倶楽部
三日月カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

6月 5日 月
オリエンタルゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース

6月 6日 火

有馬ロイヤルゴルフクラブ
オリエンタルゴルフ倶楽部
オリムピックゴルフ倶楽部
山東カントリークラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
太平洋クラブ六甲コース
G-style カントリー倶楽部
東海カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
姫路相生カントリークラブ
姫路シーサイドゴルフコース
山の原ゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

6月 7日 水

有馬ロイヤルゴルフクラブ
パインレークゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ
吉川カントリー倶楽部
六甲カントリー倶楽部

6 月開催

6 月 8日 木

有馬冨士カンツリークラブ
山東カントリークラブ
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
東条の森カントリークラブ　宇城ｺｰｽ
パインレークゴルフクラブ
ローズウッドゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

6月 9日 金

有馬カンツリー倶楽部
グランドオークゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
太平洋クラブ宝塚コース
宝塚クラシックゴルフ倶楽部
ダンロップゴルフコース
鳴尾ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
六甲カントリー倶楽部

6月 10日 土
赤穂カンツリークラブ
山東カントリークラブ
城山ゴルフ倶楽部

6月 11日 日
山東カントリークラブ
姫路相生カントリークラブ

6月 12日 月
ザ・サイプレスゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

6月 13日 火

小野ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
太平洋クラブ六甲コース
東海カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

6月 14日 水
粟賀ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
ストークヒルゴルフクラブ

6月 15日 木

粟賀ゴルフ倶楽部
オータニ広尾カントリークラブ
神戸三田ゴルフクラブ
チェリーヒルズゴルフクラブ
東条湖カントリー倶楽部
東条パインバレーゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

ク ロ ー ズ ド 方 式 の 開 催 ゴ ル フ 場 T E L / F A X （50音順）

クラブ名 電話番号 FAX クラブ名 電話番号 FAX
アイランドゴルフガーデン千草 0790-76-3333 0790-76-3310 千刈カンツリー倶楽部 079-564-2282 079-564-2452
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 0797-91-0301 0797-91-1018 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 0794-86-2520 0794-86-2726
芦屋カンツリー倶楽部 0797-31-0501 0797-32-1824 タカガワオーセントゴルフ倶楽部 0790-45-1511 0790-45-1666
粟賀ゴルフ倶楽部 0790-32-1621 0790-32-1626 高室池ゴルフ倶楽部 0795-42-8100 0795-42-6462
淡路カントリー倶楽部 0799-84-1212 0799-84-1679 宝塚高原ゴルフクラブ 0797-88-5353 0797-88-1317
生野高原カントリークラブ 079-679-2335 079-679-2337 宝塚ゴルフ倶楽部 0797-71-2251 0797-71-2261
ＡＢＣゴルフ倶楽部 0795-47-1000 0795-47-1576 滝野カントリー倶楽部迎賓館コース 0795-47-1911 0795-47-1921
大岡ゴルフ倶楽部 0796-45-0331 0796-45-0316 垂水ゴルフ倶楽部 078-707-8801 078-706-1888
オータニにしきカントリークラブ 079-592-0331 079-592-0335 チェリーヒルズゴルフクラブ 0794-82-9690 0794-82-9692
小野グランドカントリークラブ 0794-67-1500 0794-67-1505 東条湖カントリー倶楽部 0795-44-0811 0795-44-0019
小野ゴルフ倶楽部 0794-63-1212 0794-63-1213 鳴尾ゴルフ倶楽部 072-794-1011 072-794-1967
オリムピックゴルフ倶楽部 0794-88-2388 0794-88-2335 西宮カントリー倶楽部 0797-74-7779 0797-71-5251
加古川ゴルフ倶楽部 079-428-2111 079-428-1798 西宮高原ゴルフ倶楽部 078-904-3741 078-904-3811
関西クラシックゴルフ倶楽部 0794-72-1231 0794-72-1446 西脇カントリークラブ 0795-22-1251 0795-23-5771
神鍋高原カントリークラブ 0796-45-0216 0796-45-1160 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 0791-56-0241 0791-56-0246
北六甲カントリー倶楽部 078-954-0721 078-954-0133 ひかみカントリークラブ 0795-82-3140 0795-82-3411
神戸ゴルフ倶楽部 078-891-0364 078-891-0702 東広野ゴルフ倶楽部 0794-87-3111 0794-87-3535
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 0795-23-0681 0795-23-5528 姫路相生カントリークラブ 0791-29-0321 0791-29-1146
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部 0790-82-3800 0790-82-2879 廣野ゴルフ倶楽部 0794-85-0123 0794-85-9331
サングレートゴルフ倶楽部 079-569-0022 079-569-1082 富士ＯＧＭゴルフクラブ小野コース 0794-63-1811 0794-63-7918
三田ゴルフクラブ 079-562-4081 079-563-3120 三木ゴルフ倶楽部 0794-86-2121 0794-86-2125
サンロイヤルゴルフクラブ 0795-44-1432 0795-44-1060 美奈木ゴルフ倶楽部 0794-88-2525 0794-88-0551
ジャパン・ビレッジゴルフ倶楽部 079-597-3888 079-597-3880 妙見富士カントリークラブ 0795-32-1144 0795-32-3830
白鷺ゴルフクラブ 079-263-3311 079-263-3303 よみうりカントリークラブ 0797-61-0112 0797-61-1271
城山ゴルフ倶楽部 079-452-4441 079-452-0680 よみうりゴルフウエストコース 0797-62-1121 0797-62-0269
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾞﾙﾌｱﾝﾄﾞｱｰﾄﾘｿﾞｰﾄ淡路 0799-30-3555 0799-30-3515 レークスワンカントリー倶楽部 0795-47-0511 0795-47-0202
洲本ゴルフ倶楽部 0799-22-8111 0799-22-8113 ロータリーゴルフ倶楽部 078-959-0088 078-959-0077
ぜんカントリークラブ 0795-45-1171 0795-45-1176

クローズド方式（クラブ会員のみ）月例/倶楽部競技併用開催の日程は各所属クラブにお問合せ下さい。オ ー プ ン 方 式 の 開 催 ゴ ル フ 場 T E L / F A X （50音順）

クラブ名 電話番号 FAX クラブ名 電話番号 FAX
青野運動公苑アオノゴルフコース 0790-45-1556 0790-45-0990 太平洋クラブ宝塚コース 0797-91-1001 0797-91-0886
青山ゴルフクラブ 079-266-1125 079-266-1117 太平洋クラブ六甲コース 0794-72-1211 0794-72-1227
青山台ゴルフ倶楽部 079-552-4980 079-552-4984 宝塚クラシックゴルフ倶楽部 0797-86-6261 0797-84-5444
赤穂カンツリークラブ 0791-43-3111 0791-42-2971 宝塚高原ゴルフクラブ 0797-88-5353 0797-88-1317
赤穂国際カントリークラブ 0791-49-3160 0791-49-3580 ダンロップゴルフコース 078-982-1221 078-982-1265
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 0797-91-0301 0797-91-1018 チェリーヒルズゴルフクラブ 0794-82-9690 0794-82-9692
有馬カンツリー倶楽部 079-565-2111 079-565-2121 東海カントリー倶楽部 072-733-3737 072-738-0119
有馬冨士カンツリークラブ 079-563-2362 079-563-4400 東条湖カントリー倶楽部 0795-44-0811 0795-44-0019
有馬ロイヤルゴルフクラブ 078-958-0121 078-958-0126 東条ゴルフ倶楽部 0795-46-1155 0795-46-1192
粟賀ゴルフ倶楽部 0790-32-1621 0790-32-1626 東条の森カントリークラブ　宇城ｺｰｽ 0795-46-0300 0795-46-0388
淡路カントリー倶楽部 0799-84-1212 0799-84-1679 東条の森カントリークラブ　東条ｺｰｽ 0795-46-1301 0795-46-1307
ＡＢＣゴルフ倶楽部 0795-47-1000 0795-47-1576 東条パインバレーゴルフクラブ 0795-46-0111 0795-46-1400
大岡ゴルフ倶楽部 0796-45-0331 0796-45-0316 鳴尾ゴルフ倶楽部 072-794-1011 072-794-1967
オータニ広尾カントリークラブ 079-557-1101 079-557-1102 西神戸ゴルフ場 078-994-6611 078-994-6613
小野グランドカントリークラブ 0794-67-1500 0794-67-1505 西宮カントリー倶楽部 0797-74-7779 0797-71-5251
小野ゴルフ倶楽部 0794-63-1212 0794-63-1213 西宮高原ゴルフ倶楽部 078-904-3741 078-904-3811
小野東洋ゴルフ倶楽部 0794-62-6881 0794-62-4423 西宮六甲ゴルフ倶楽部 078-904-2469 078-904-2944
オリエンタルゴルフ倶楽部 0794-88-0020 0794-88-2211 パインレークゴルフクラブ 0795-23-2521 0795-23-5529
オリムピックゴルフ倶楽部 0794-88-2388 0794-88-2335 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース 0794-72-0151 0794-72-1836
加古川ゴルフ倶楽部 079-428-2111 079-428-1798 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 0794-72-0111 0794-72-0490
関西軽井沢ゴルフ倶楽部 072-769-0201 072-769-0205 播磨カントリークラブ 0794-63-1251 0794-63-2160
関西ゴルフ倶楽部 0794-72-1000 0794-72-1001 播州東洋ゴルフ倶楽部 0790-46-0807 0790-46-0965
北神戸ゴルフ場 078-986-2233 078-986-4890 姫路相生カントリークラブ 0791-29-0321 0791-29-1146
北六甲カントリー倶楽部 078-954-0721 078-954-0133 姫路シーサイドゴルフコース 079-254-5881 079-254-3301
グランドオークゴルフクラブ 0795-47-0900 0795-47-0632 ベル・グリーンカントリークラブ 079-558-0580 079-558-0588
神戸三田ゴルフクラブ 079-568-1371 079-568-1374 鳳鳴カントリークラブ 079-558-0316 079-558-0941
神戸パインウッズゴルフクラブ 078-986-5151 078-986-5155 三日月カントリークラブ 0790-79-3388 0790-79-3232
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 0795-23-0681 0795-23-5528 三木ゴルフ倶楽部 0794-86-2121 0794-86-2125
ザ・サイプレスゴルフクラブ 0795-82-7711 0795-82-3800 三木セブンハンドレッド倶楽部 0794-87-3131 0794-87-3211
山東カントリークラブ 079-676-2258 079-676-4002 三木よかわカントリークラブ 0794-88-0236 0794-88-0686
サンロイヤルゴルフクラブ 0795-44-1432 0795-44-1060 妙見富士カントリークラブ 0795-32-1144 0795-32-3830
G-style カントリー倶楽部 0790-86-1123 0790-86-1077 やしろ東条ゴルフクラブ 0795-46-1332 0795-46-1370
ジャパンメモリアルゴルフクラブ 0794-72-1125 0794-72-1750 山の原ゴルフクラブ 072-794-1621 072-794-1133
ＪＯＹＸゴルフ倶楽部上月コース 0790-86-1100 0790-86-1180 吉川カントリー倶楽部 0794-72-1150 0794-72-0617
白鷺ゴルフクラブ 079-263-3311 079-263-3303 吉川ロイヤルゴルフクラブ 0795-45-0550 0795-45-0560
城山ゴルフ倶楽部 079-452-4441 079-452-0680 よみうりカントリークラブ 0797-61-0112 0797-61-1271
新宝塚カントリークラブ 0797-91-0241 0797-91-0930 ローズウッドゴルフクラブ 0794-62-7515 0794-63-6979
神有カントリー倶楽部 078-981-5333 078-981-3511 ロータリーゴルフ倶楽部 078-959-0088 078-959-0077
ストークヒルゴルフクラブ 0791-58-0109 0791-58-0117 六甲カントリー倶楽部 078-903-1211 078-903-1711
センチュリー三木ゴルフ倶楽部 0794-86-2600 0794-86-2161 六甲国際ゴルフ倶楽部 078-581-2331 078-581-5991
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☆一次予選会を複数回通過された方は、二次予選会には2度までの参加を可と致します。 
　但し、一次予選会を2回通過しなければならない。
☆ダブルペリア方式で通過された場合は、二次予選会までにJGA/USGA Hdcp Indexを取得すること。
☆すでにJGA/USGA Hdcp Indexを保持している方は、ダブルペリア方式には参加する事が出来ません。
　もし違反した場合は、「兵庫県主催の競技会」には1年間出場不可と致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　

※ご希望の開催コースへFAXして下さい。

出場希望コース名 実施日

□取得している

現在の
JGA/USGA Hdcp Index

□取得していない

　月　　　 日

JGA/USGA Hdcp Indexの有無

Glid No.
取得コース
又は団体名

お名前

フリガナ

TEL 携帯TEL

P C

携帯

FAX

連絡先メールアドレス

ご　住　所　　 〒

FAX送信方向
5 月 1日 月 淡路カントリー倶楽部

5月 2日 火
小野東洋ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

5月 3日 水（祝） 小野東洋ゴルフ倶楽部

5月 4日
木

（祝）

大岡ゴルフ倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ

5月 5日
金

（祝）

淡路カントリー倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ

5月 6日 土

有馬冨士カンツリークラブ
白鷺ゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ
三日月カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

5月 7日 日

神戸三田ゴルフクラブ
太平洋クラブ宝塚コース
姫路相生カントリークラブ
鳳鳴カントリークラブ
三日月カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

5月 8日 月

旭国際宝塚カンツリー倶楽部
山東カントリークラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
妙見富士カントリークラブ
やしろ東条ゴルフクラブ

5月 9日 火

青山ゴルフクラブ
神有カントリー倶楽部
太平洋クラブ六甲コース
G-style カントリー倶楽部
東海カントリー倶楽部
西宮カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
妙見富士カントリークラブ
やしろ東条ゴルフクラブ
よみうりカントリークラブ

5月 10日 水

青山ゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
山東カントリークラブ
播州東洋ゴルフ倶楽部
妙見富士カントリークラブ
吉川カントリー倶楽部
吉川ロイヤルゴルフクラブ

5月 11日 木

青山ゴルフクラブ
大岡ゴルフ倶楽部
新宝塚カントリークラブ
ストークヒルゴルフクラブ
妙見富士カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

5月 12日 金

小野ゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ
太平洋クラブ宝塚コース
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
妙見富士カントリークラブ

5月 13日 土 山東カントリークラブ
5月 14日 日 山東カントリークラブ

5月 15日 月

青山ゴルフクラブ
有馬カンツリー倶楽部
有馬冨士カンツリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
西宮六甲ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
鳳鳴カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

5月 16日 火

青山ゴルフクラブ
粟賀ゴルフ倶楽部
オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木ゴルフ倶楽部
六甲国際ゴルフ倶楽部

5月 17日 水
粟賀ゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ

5月 18日 木
青山ゴルフクラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ

5 月開催

5 月 18日 木

城山ゴルフ倶楽部
新宝塚カントリークラブ
東海カントリー倶楽部
三木ゴルフ倶楽部
六甲カントリー倶楽部

5月 19日 金

青山ゴルフクラブ
淡路カントリー倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸パインウッズゴルフクラブ
鳴尾ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
姫路相生カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

5月 20日 土
三日月カントリークラブ
吉川ロイヤルゴルフクラブ

5月 21日 日
大岡ゴルフ倶楽部
城山ゴルフ倶楽部
三日月カントリークラブ

5月 22日 月

青山ゴルフクラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
ローズウッドゴルフクラブ

5月 23日 火

青山ゴルフクラブ
小野グランドカントリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
太平洋クラブ六甲コース
東海カントリー倶楽部
三木ゴルフ倶楽部

5月 24日 水

青山ゴルフクラブ
旭国際宝塚カンツリー倶楽部
小野グランドカントリークラブ
オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
パインレークゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ
三木ゴルフ倶楽部

5月 25日 木

青山ゴルフクラブ
赤穂国際カントリークラブ
小野グランドカントリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
東条湖カントリー倶楽部
パインレークゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
播州東洋ゴルフ倶楽部

5月 26日 金

有馬冨士カンツリークラブ
ＡＢＣゴルフ倶楽部
小野グランドカントリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
西宮六甲ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

5月 27日 土
5月 28日 日

5月 29日 月
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
北神戸ゴルフ場

5月 30日 火

青野運動公苑アオノゴルフコース
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
東海カントリー倶楽部
東条パインバレーゴルフクラブ
西神戸ゴルフ場
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

5月 31日 水

オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
東条の森カントリークラブ東条ｺｰｽ
西宮高原ゴルフ倶楽部
鳳鳴カントリークラブ

6 月 1日 木

オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
ＪＯＹＸゴルフ倶楽部上月コース
白鷺ゴルフクラブ
東条ゴルフ倶楽部
播磨カントリークラブ

6月 2日 金

旭国際宝塚カンツリー倶楽部
有馬冨士カンツリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
宝塚高原ゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

6月 3日 土
城山ゴルフ倶楽部
三日月カントリークラブ

6月 4日 日
城山ゴルフ倶楽部
三日月カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

6月 5日 月
オリエンタルゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース

6月 6日 火

有馬ロイヤルゴルフクラブ
オリエンタルゴルフ倶楽部
オリムピックゴルフ倶楽部
山東カントリークラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
太平洋クラブ六甲コース
G-style カントリー倶楽部
東海カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
姫路相生カントリークラブ
姫路シーサイドゴルフコース
山の原ゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

6月 7日 水

有馬ロイヤルゴルフクラブ
パインレークゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ
吉川カントリー倶楽部
六甲カントリー倶楽部

6 月開催

6 月 8日 木

有馬冨士カンツリークラブ
山東カントリークラブ
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
東条の森カントリークラブ　宇城ｺｰｽ
パインレークゴルフクラブ
ローズウッドゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

6月 9日 金

有馬カンツリー倶楽部
グランドオークゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
太平洋クラブ宝塚コース
宝塚クラシックゴルフ倶楽部
ダンロップゴルフコース
鳴尾ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
六甲カントリー倶楽部

6月 10日 土
赤穂カンツリークラブ
山東カントリークラブ
城山ゴルフ倶楽部

6月 11日 日
山東カントリークラブ
姫路相生カントリークラブ

6月 12日 月
ザ・サイプレスゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

6月 13日 火

小野ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
太平洋クラブ六甲コース
東海カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

6月 14日 水
粟賀ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
ストークヒルゴルフクラブ

6月 15日 木

粟賀ゴルフ倶楽部
オータニ広尾カントリークラブ
神戸三田ゴルフクラブ
チェリーヒルズゴルフクラブ
東条湖カントリー倶楽部
東条パインバレーゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

ク ロ ー ズ ド 方 式 の 開 催 ゴ ル フ 場 T E L / F A X （50音順）

クラブ名 電話番号 FAX クラブ名 電話番号 FAX
アイランドゴルフガーデン千草 0790-76-3333 0790-76-3310 千刈カンツリー倶楽部 079-564-2282 079-564-2452
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 0797-91-0301 0797-91-1018 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 0794-86-2520 0794-86-2726
芦屋カンツリー倶楽部 0797-31-0501 0797-32-1824 タカガワオーセントゴルフ倶楽部 0790-45-1511 0790-45-1666
粟賀ゴルフ倶楽部 0790-32-1621 0790-32-1626 高室池ゴルフ倶楽部 0795-42-8100 0795-42-6462
淡路カントリー倶楽部 0799-84-1212 0799-84-1679 宝塚高原ゴルフクラブ 0797-88-5353 0797-88-1317
生野高原カントリークラブ 079-679-2335 079-679-2337 宝塚ゴルフ倶楽部 0797-71-2251 0797-71-2261
ＡＢＣゴルフ倶楽部 0795-47-1000 0795-47-1576 滝野カントリー倶楽部迎賓館コース 0795-47-1911 0795-47-1921
大岡ゴルフ倶楽部 0796-45-0331 0796-45-0316 垂水ゴルフ倶楽部 078-707-8801 078-706-1888
オータニにしきカントリークラブ 079-592-0331 079-592-0335 チェリーヒルズゴルフクラブ 0794-82-9690 0794-82-9692
小野グランドカントリークラブ 0794-67-1500 0794-67-1505 東条湖カントリー倶楽部 0795-44-0811 0795-44-0019
小野ゴルフ倶楽部 0794-63-1212 0794-63-1213 鳴尾ゴルフ倶楽部 072-794-1011 072-794-1967
オリムピックゴルフ倶楽部 0794-88-2388 0794-88-2335 西宮カントリー倶楽部 0797-74-7779 0797-71-5251
加古川ゴルフ倶楽部 079-428-2111 079-428-1798 西宮高原ゴルフ倶楽部 078-904-3741 078-904-3811
関西クラシックゴルフ倶楽部 0794-72-1231 0794-72-1446 西脇カントリークラブ 0795-22-1251 0795-23-5771
神鍋高原カントリークラブ 0796-45-0216 0796-45-1160 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 0791-56-0241 0791-56-0246
北六甲カントリー倶楽部 078-954-0721 078-954-0133 ひかみカントリークラブ 0795-82-3140 0795-82-3411
神戸ゴルフ倶楽部 078-891-0364 078-891-0702 東広野ゴルフ倶楽部 0794-87-3111 0794-87-3535
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 0795-23-0681 0795-23-5528 姫路相生カントリークラブ 0791-29-0321 0791-29-1146
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部 0790-82-3800 0790-82-2879 廣野ゴルフ倶楽部 0794-85-0123 0794-85-9331
サングレートゴルフ倶楽部 079-569-0022 079-569-1082 富士ＯＧＭゴルフクラブ小野コース 0794-63-1811 0794-63-7918
三田ゴルフクラブ 079-562-4081 079-563-3120 三木ゴルフ倶楽部 0794-86-2121 0794-86-2125
サンロイヤルゴルフクラブ 0795-44-1432 0795-44-1060 美奈木ゴルフ倶楽部 0794-88-2525 0794-88-0551
ジャパン・ビレッジゴルフ倶楽部 079-597-3888 079-597-3880 妙見富士カントリークラブ 0795-32-1144 0795-32-3830
白鷺ゴルフクラブ 079-263-3311 079-263-3303 よみうりカントリークラブ 0797-61-0112 0797-61-1271
城山ゴルフ倶楽部 079-452-4441 079-452-0680 よみうりゴルフウエストコース 0797-62-1121 0797-62-0269
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾞﾙﾌｱﾝﾄﾞｱｰﾄﾘｿﾞｰﾄ淡路 0799-30-3555 0799-30-3515 レークスワンカントリー倶楽部 0795-47-0511 0795-47-0202
洲本ゴルフ倶楽部 0799-22-8111 0799-22-8113 ロータリーゴルフ倶楽部 078-959-0088 078-959-0077
ぜんカントリークラブ 0795-45-1171 0795-45-1176

クローズド方式（クラブ会員のみ）月例/倶楽部競技併用開催の日程は各所属クラブにお問合せ下さい。オ ー プ ン 方 式 の 開 催 ゴ ル フ 場 T E L / F A X （50音順）

クラブ名 電話番号 FAX クラブ名 電話番号 FAX
青野運動公苑アオノゴルフコース 0790-45-1556 0790-45-0990 太平洋クラブ宝塚コース 0797-91-1001 0797-91-0886
青山ゴルフクラブ 079-266-1125 079-266-1117 太平洋クラブ六甲コース 0794-72-1211 0794-72-1227
青山台ゴルフ倶楽部 079-552-4980 079-552-4984 宝塚クラシックゴルフ倶楽部 0797-86-6261 0797-84-5444
赤穂カンツリークラブ 0791-43-3111 0791-42-2971 宝塚高原ゴルフクラブ 0797-88-5353 0797-88-1317
赤穂国際カントリークラブ 0791-49-3160 0791-49-3580 ダンロップゴルフコース 078-982-1221 078-982-1265
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 0797-91-0301 0797-91-1018 チェリーヒルズゴルフクラブ 0794-82-9690 0794-82-9692
有馬カンツリー倶楽部 079-565-2111 079-565-2121 東海カントリー倶楽部 072-733-3737 072-738-0119
有馬冨士カンツリークラブ 079-563-2362 079-563-4400 東条湖カントリー倶楽部 0795-44-0811 0795-44-0019
有馬ロイヤルゴルフクラブ 078-958-0121 078-958-0126 東条ゴルフ倶楽部 0795-46-1155 0795-46-1192
粟賀ゴルフ倶楽部 0790-32-1621 0790-32-1626 東条の森カントリークラブ　宇城ｺｰｽ 0795-46-0300 0795-46-0388
淡路カントリー倶楽部 0799-84-1212 0799-84-1679 東条の森カントリークラブ　東条ｺｰｽ 0795-46-1301 0795-46-1307
ＡＢＣゴルフ倶楽部 0795-47-1000 0795-47-1576 東条パインバレーゴルフクラブ 0795-46-0111 0795-46-1400
大岡ゴルフ倶楽部 0796-45-0331 0796-45-0316 鳴尾ゴルフ倶楽部 072-794-1011 072-794-1967
オータニ広尾カントリークラブ 079-557-1101 079-557-1102 西神戸ゴルフ場 078-994-6611 078-994-6613
小野グランドカントリークラブ 0794-67-1500 0794-67-1505 西宮カントリー倶楽部 0797-74-7779 0797-71-5251
小野ゴルフ倶楽部 0794-63-1212 0794-63-1213 西宮高原ゴルフ倶楽部 078-904-3741 078-904-3811
小野東洋ゴルフ倶楽部 0794-62-6881 0794-62-4423 西宮六甲ゴルフ倶楽部 078-904-2469 078-904-2944
オリエンタルゴルフ倶楽部 0794-88-0020 0794-88-2211 パインレークゴルフクラブ 0795-23-2521 0795-23-5529
オリムピックゴルフ倶楽部 0794-88-2388 0794-88-2335 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース 0794-72-0151 0794-72-1836
加古川ゴルフ倶楽部 079-428-2111 079-428-1798 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 0794-72-0111 0794-72-0490
関西軽井沢ゴルフ倶楽部 072-769-0201 072-769-0205 播磨カントリークラブ 0794-63-1251 0794-63-2160
関西ゴルフ倶楽部 0794-72-1000 0794-72-1001 播州東洋ゴルフ倶楽部 0790-46-0807 0790-46-0965
北神戸ゴルフ場 078-986-2233 078-986-4890 姫路相生カントリークラブ 0791-29-0321 0791-29-1146
北六甲カントリー倶楽部 078-954-0721 078-954-0133 姫路シーサイドゴルフコース 079-254-5881 079-254-3301
グランドオークゴルフクラブ 0795-47-0900 0795-47-0632 ベル・グリーンカントリークラブ 079-558-0580 079-558-0588
神戸三田ゴルフクラブ 079-568-1371 079-568-1374 鳳鳴カントリークラブ 079-558-0316 079-558-0941
神戸パインウッズゴルフクラブ 078-986-5151 078-986-5155 三日月カントリークラブ 0790-79-3388 0790-79-3232
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 0795-23-0681 0795-23-5528 三木ゴルフ倶楽部 0794-86-2121 0794-86-2125
ザ・サイプレスゴルフクラブ 0795-82-7711 0795-82-3800 三木セブンハンドレッド倶楽部 0794-87-3131 0794-87-3211
山東カントリークラブ 079-676-2258 079-676-4002 三木よかわカントリークラブ 0794-88-0236 0794-88-0686
サンロイヤルゴルフクラブ 0795-44-1432 0795-44-1060 妙見富士カントリークラブ 0795-32-1144 0795-32-3830
G-style カントリー倶楽部 0790-86-1123 0790-86-1077 やしろ東条ゴルフクラブ 0795-46-1332 0795-46-1370
ジャパンメモリアルゴルフクラブ 0794-72-1125 0794-72-1750 山の原ゴルフクラブ 072-794-1621 072-794-1133
ＪＯＹＸゴルフ倶楽部上月コース 0790-86-1100 0790-86-1180 吉川カントリー倶楽部 0794-72-1150 0794-72-0617
白鷺ゴルフクラブ 079-263-3311 079-263-3303 吉川ロイヤルゴルフクラブ 0795-45-0550 0795-45-0560
城山ゴルフ倶楽部 079-452-4441 079-452-0680 よみうりカントリークラブ 0797-61-0112 0797-61-1271
新宝塚カントリークラブ 0797-91-0241 0797-91-0930 ローズウッドゴルフクラブ 0794-62-7515 0794-63-6979
神有カントリー倶楽部 078-981-5333 078-981-3511 ロータリーゴルフ倶楽部 078-959-0088 078-959-0077
ストークヒルゴルフクラブ 0791-58-0109 0791-58-0117 六甲カントリー倶楽部 078-903-1211 078-903-1711
センチュリー三木ゴルフ倶楽部 0794-86-2600 0794-86-2161 六甲国際ゴルフ倶楽部 078-581-2331 078-581-5991
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☆一次予選会を複数回通過された方は、二次予選会には2度までの参加を可と致します。 
　但し、一次予選会を2回通過しなければならない。
☆ダブルペリア方式で通過された場合は、二次予選会までにJGA/USGA Hdcp Indexを取得すること。
☆すでにJGA/USGA Hdcp Indexを保持している方は、ダブルペリア方式には参加する事が出来ません。
　もし違反した場合は、「兵庫県主催の競技会」には1年間出場不可と致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　

※ご希望の開催コースへFAXして下さい。

出場希望コース名 実施日

□取得している

現在の
JGA/USGA Hdcp Index

□取得していない

　月　　　 日

JGA/USGA Hdcp Indexの有無

Glid No.
取得コース
又は団体名

お名前

フリガナ

TEL 携帯TEL

P C

携帯

FAX

連絡先メールアドレス

ご　住　所　　 〒

FAX送信方向
5 月 1日 月 淡路カントリー倶楽部

5月 2日 火
小野東洋ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

5月 3日 水（祝） 小野東洋ゴルフ倶楽部

5月 4日
木

（祝）

大岡ゴルフ倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ

5月 5日
金

（祝）

淡路カントリー倶楽部
小野東洋ゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ

5月 6日 土

有馬冨士カンツリークラブ
白鷺ゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ
三日月カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

5月 7日 日

神戸三田ゴルフクラブ
太平洋クラブ宝塚コース
姫路相生カントリークラブ
鳳鳴カントリークラブ
三日月カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

5月 8日 月

旭国際宝塚カンツリー倶楽部
山東カントリークラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
妙見富士カントリークラブ
やしろ東条ゴルフクラブ

5月 9日 火

青山ゴルフクラブ
神有カントリー倶楽部
太平洋クラブ六甲コース
G-style カントリー倶楽部
東海カントリー倶楽部
西宮カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
妙見富士カントリークラブ
やしろ東条ゴルフクラブ
よみうりカントリークラブ

5月 10日 水

青山ゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
山東カントリークラブ
播州東洋ゴルフ倶楽部
妙見富士カントリークラブ
吉川カントリー倶楽部
吉川ロイヤルゴルフクラブ

5月 11日 木

青山ゴルフクラブ
大岡ゴルフ倶楽部
新宝塚カントリークラブ
ストークヒルゴルフクラブ
妙見富士カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

5月 12日 金

小野ゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ
太平洋クラブ宝塚コース
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
妙見富士カントリークラブ

5月 13日 土 山東カントリークラブ
5月 14日 日 山東カントリークラブ

5月 15日 月

青山ゴルフクラブ
有馬カンツリー倶楽部
有馬冨士カンツリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
西宮六甲ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
鳳鳴カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

5月 16日 火

青山ゴルフクラブ
粟賀ゴルフ倶楽部
オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
三木ゴルフ倶楽部
六甲国際ゴルフ倶楽部

5月 17日 水
粟賀ゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ

5月 18日 木
青山ゴルフクラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ

5 月開催

5 月 18日 木

城山ゴルフ倶楽部
新宝塚カントリークラブ
東海カントリー倶楽部
三木ゴルフ倶楽部
六甲カントリー倶楽部

5月 19日 金

青山ゴルフクラブ
淡路カントリー倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸パインウッズゴルフクラブ
鳴尾ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
姫路相生カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

5月 20日 土
三日月カントリークラブ
吉川ロイヤルゴルフクラブ

5月 21日 日
大岡ゴルフ倶楽部
城山ゴルフ倶楽部
三日月カントリークラブ

5月 22日 月

青山ゴルフクラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
ローズウッドゴルフクラブ

5月 23日 火

青山ゴルフクラブ
小野グランドカントリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
太平洋クラブ六甲コース
東海カントリー倶楽部
三木ゴルフ倶楽部

5月 24日 水

青山ゴルフクラブ
旭国際宝塚カンツリー倶楽部
小野グランドカントリークラブ
オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
パインレークゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ
三木ゴルフ倶楽部

5月 25日 木

青山ゴルフクラブ
赤穂国際カントリークラブ
小野グランドカントリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
東条湖カントリー倶楽部
パインレークゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
播州東洋ゴルフ倶楽部

5月 26日 金

有馬冨士カンツリークラブ
ＡＢＣゴルフ倶楽部
小野グランドカントリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
西宮六甲ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

5月 27日 土
5月 28日 日

5月 29日 月
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
北神戸ゴルフ場

5月 30日 火

青野運動公苑アオノゴルフコース
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
東海カントリー倶楽部
東条パインバレーゴルフクラブ
西神戸ゴルフ場
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

5月 31日 水

オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
東条の森カントリークラブ東条ｺｰｽ
西宮高原ゴルフ倶楽部
鳳鳴カントリークラブ

6 月 1日 木

オリムピックゴルフ倶楽部
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
ＪＯＹＸゴルフ倶楽部上月コース
白鷺ゴルフクラブ
東条ゴルフ倶楽部
播磨カントリークラブ

6月 2日 金

旭国際宝塚カンツリー倶楽部
有馬冨士カンツリークラブ
関西軽井沢ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
白鷺ゴルフクラブ
新宝塚カントリークラブ
宝塚高原ゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

6月 3日 土
城山ゴルフ倶楽部
三日月カントリークラブ

6月 4日 日
城山ゴルフ倶楽部
三日月カントリークラブ
ローズウッドゴルフクラブ

6月 5日 月
オリエンタルゴルフ倶楽部
白鷺ゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース

6月 6日 火

有馬ロイヤルゴルフクラブ
オリエンタルゴルフ倶楽部
オリムピックゴルフ倶楽部
山東カントリークラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
太平洋クラブ六甲コース
G-style カントリー倶楽部
東海カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
姫路相生カントリークラブ
姫路シーサイドゴルフコース
山の原ゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

6月 7日 水

有馬ロイヤルゴルフクラブ
パインレークゴルフクラブ
鳳鳴カントリークラブ
吉川カントリー倶楽部
六甲カントリー倶楽部

6 月開催

6 月 8日 木

有馬冨士カンツリークラブ
山東カントリークラブ
新宝塚カントリークラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
東条の森カントリークラブ　宇城ｺｰｽ
パインレークゴルフクラブ
ローズウッドゴルフクラブ
六甲カントリー倶楽部

6月 9日 金

有馬カンツリー倶楽部
グランドオークゴルフクラブ
神戸三田ゴルフクラブ
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
太平洋クラブ宝塚コース
宝塚クラシックゴルフ倶楽部
ダンロップゴルフコース
鳴尾ゴルフ倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
六甲カントリー倶楽部

6月 10日 土
赤穂カンツリークラブ
山東カントリークラブ
城山ゴルフ倶楽部

6月 11日 日
山東カントリークラブ
姫路相生カントリークラブ

6月 12日 月
ザ・サイプレスゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
ローズウッドゴルフクラブ

6月 13日 火

小野ゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
太平洋クラブ六甲コース
東海カントリー倶楽部
花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

6月 14日 水
粟賀ゴルフ倶楽部
神戸三田ゴルフクラブ
ストークヒルゴルフクラブ

6月 15日 木

粟賀ゴルフ倶楽部
オータニ広尾カントリークラブ
神戸三田ゴルフクラブ
チェリーヒルズゴルフクラブ
東条湖カントリー倶楽部
東条パインバレーゴルフクラブ
ロータリーゴルフ倶楽部

ク ロ ー ズ ド 方 式 の 開 催 ゴ ル フ 場 T E L / F A X （50音順）

クラブ名 電話番号 FAX クラブ名 電話番号 FAX
アイランドゴルフガーデン千草 0790-76-3333 0790-76-3310 千刈カンツリー倶楽部 079-564-2282 079-564-2452
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 0797-91-0301 0797-91-1018 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 0794-86-2520 0794-86-2726
芦屋カンツリー倶楽部 0797-31-0501 0797-32-1824 タカガワオーセントゴルフ倶楽部 0790-45-1511 0790-45-1666
粟賀ゴルフ倶楽部 0790-32-1621 0790-32-1626 高室池ゴルフ倶楽部 0795-42-8100 0795-42-6462
淡路カントリー倶楽部 0799-84-1212 0799-84-1679 宝塚高原ゴルフクラブ 0797-88-5353 0797-88-1317
生野高原カントリークラブ 079-679-2335 079-679-2337 宝塚ゴルフ倶楽部 0797-71-2251 0797-71-2261
ＡＢＣゴルフ倶楽部 0795-47-1000 0795-47-1576 滝野カントリー倶楽部迎賓館コース 0795-47-1911 0795-47-1921
大岡ゴルフ倶楽部 0796-45-0331 0796-45-0316 垂水ゴルフ倶楽部 078-707-8801 078-706-1888
オータニにしきカントリークラブ 079-592-0331 079-592-0335 チェリーヒルズゴルフクラブ 0794-82-9690 0794-82-9692
小野グランドカントリークラブ 0794-67-1500 0794-67-1505 東条湖カントリー倶楽部 0795-44-0811 0795-44-0019
小野ゴルフ倶楽部 0794-63-1212 0794-63-1213 鳴尾ゴルフ倶楽部 072-794-1011 072-794-1967
オリムピックゴルフ倶楽部 0794-88-2388 0794-88-2335 西宮カントリー倶楽部 0797-74-7779 0797-71-5251
加古川ゴルフ倶楽部 079-428-2111 079-428-1798 西宮高原ゴルフ倶楽部 078-904-3741 078-904-3811
関西クラシックゴルフ倶楽部 0794-72-1231 0794-72-1446 西脇カントリークラブ 0795-22-1251 0795-23-5771
神鍋高原カントリークラブ 0796-45-0216 0796-45-1160 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 0791-56-0241 0791-56-0246
北六甲カントリー倶楽部 078-954-0721 078-954-0133 ひかみカントリークラブ 0795-82-3140 0795-82-3411
神戸ゴルフ倶楽部 078-891-0364 078-891-0702 東広野ゴルフ倶楽部 0794-87-3111 0794-87-3535
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 0795-23-0681 0795-23-5528 姫路相生カントリークラブ 0791-29-0321 0791-29-1146
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部 0790-82-3800 0790-82-2879 廣野ゴルフ倶楽部 0794-85-0123 0794-85-9331
サングレートゴルフ倶楽部 079-569-0022 079-569-1082 富士ＯＧＭゴルフクラブ小野コース 0794-63-1811 0794-63-7918
三田ゴルフクラブ 079-562-4081 079-563-3120 三木ゴルフ倶楽部 0794-86-2121 0794-86-2125
サンロイヤルゴルフクラブ 0795-44-1432 0795-44-1060 美奈木ゴルフ倶楽部 0794-88-2525 0794-88-0551
ジャパン・ビレッジゴルフ倶楽部 079-597-3888 079-597-3880 妙見富士カントリークラブ 0795-32-1144 0795-32-3830
白鷺ゴルフクラブ 079-263-3311 079-263-3303 よみうりカントリークラブ 0797-61-0112 0797-61-1271
城山ゴルフ倶楽部 079-452-4441 079-452-0680 よみうりゴルフウエストコース 0797-62-1121 0797-62-0269
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾞﾙﾌｱﾝﾄﾞｱｰﾄﾘｿﾞｰﾄ淡路 0799-30-3555 0799-30-3515 レークスワンカントリー倶楽部 0795-47-0511 0795-47-0202
洲本ゴルフ倶楽部 0799-22-8111 0799-22-8113 ロータリーゴルフ倶楽部 078-959-0088 078-959-0077
ぜんカントリークラブ 0795-45-1171 0795-45-1176

クローズド方式（クラブ会員のみ）月例/倶楽部競技併用開催の日程は各所属クラブにお問合せ下さい。オ ー プ ン 方 式 の 開 催 ゴ ル フ 場 T E L / F A X （50音順）

クラブ名 電話番号 FAX クラブ名 電話番号 FAX
青野運動公苑アオノゴルフコース 0790-45-1556 0790-45-0990 太平洋クラブ宝塚コース 0797-91-1001 0797-91-0886
青山ゴルフクラブ 079-266-1125 079-266-1117 太平洋クラブ六甲コース 0794-72-1211 0794-72-1227
青山台ゴルフ倶楽部 079-552-4980 079-552-4984 宝塚クラシックゴルフ倶楽部 0797-86-6261 0797-84-5444
赤穂カンツリークラブ 0791-43-3111 0791-42-2971 宝塚高原ゴルフクラブ 0797-88-5353 0797-88-1317
赤穂国際カントリークラブ 0791-49-3160 0791-49-3580 ダンロップゴルフコース 078-982-1221 078-982-1265
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 0797-91-0301 0797-91-1018 チェリーヒルズゴルフクラブ 0794-82-9690 0794-82-9692
有馬カンツリー倶楽部 079-565-2111 079-565-2121 東海カントリー倶楽部 072-733-3737 072-738-0119
有馬冨士カンツリークラブ 079-563-2362 079-563-4400 東条湖カントリー倶楽部 0795-44-0811 0795-44-0019
有馬ロイヤルゴルフクラブ 078-958-0121 078-958-0126 東条ゴルフ倶楽部 0795-46-1155 0795-46-1192
粟賀ゴルフ倶楽部 0790-32-1621 0790-32-1626 東条の森カントリークラブ　宇城ｺｰｽ 0795-46-0300 0795-46-0388
淡路カントリー倶楽部 0799-84-1212 0799-84-1679 東条の森カントリークラブ　東条ｺｰｽ 0795-46-1301 0795-46-1307
ＡＢＣゴルフ倶楽部 0795-47-1000 0795-47-1576 東条パインバレーゴルフクラブ 0795-46-0111 0795-46-1400
大岡ゴルフ倶楽部 0796-45-0331 0796-45-0316 鳴尾ゴルフ倶楽部 072-794-1011 072-794-1967
オータニ広尾カントリークラブ 079-557-1101 079-557-1102 西神戸ゴルフ場 078-994-6611 078-994-6613
小野グランドカントリークラブ 0794-67-1500 0794-67-1505 西宮カントリー倶楽部 0797-74-7779 0797-71-5251
小野ゴルフ倶楽部 0794-63-1212 0794-63-1213 西宮高原ゴルフ倶楽部 078-904-3741 078-904-3811
小野東洋ゴルフ倶楽部 0794-62-6881 0794-62-4423 西宮六甲ゴルフ倶楽部 078-904-2469 078-904-2944
オリエンタルゴルフ倶楽部 0794-88-0020 0794-88-2211 パインレークゴルフクラブ 0795-23-2521 0795-23-5529
オリムピックゴルフ倶楽部 0794-88-2388 0794-88-2335 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース 0794-72-0151 0794-72-1836
加古川ゴルフ倶楽部 079-428-2111 079-428-1798 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 0794-72-0111 0794-72-0490
関西軽井沢ゴルフ倶楽部 072-769-0201 072-769-0205 播磨カントリークラブ 0794-63-1251 0794-63-2160
関西ゴルフ倶楽部 0794-72-1000 0794-72-1001 播州東洋ゴルフ倶楽部 0790-46-0807 0790-46-0965
北神戸ゴルフ場 078-986-2233 078-986-4890 姫路相生カントリークラブ 0791-29-0321 0791-29-1146
北六甲カントリー倶楽部 078-954-0721 078-954-0133 姫路シーサイドゴルフコース 079-254-5881 079-254-3301
グランドオークゴルフクラブ 0795-47-0900 0795-47-0632 ベル・グリーンカントリークラブ 079-558-0580 079-558-0588
神戸三田ゴルフクラブ 079-568-1371 079-568-1374 鳳鳴カントリークラブ 079-558-0316 079-558-0941
神戸パインウッズゴルフクラブ 078-986-5151 078-986-5155 三日月カントリークラブ 0790-79-3388 0790-79-3232
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 0795-23-0681 0795-23-5528 三木ゴルフ倶楽部 0794-86-2121 0794-86-2125
ザ・サイプレスゴルフクラブ 0795-82-7711 0795-82-3800 三木セブンハンドレッド倶楽部 0794-87-3131 0794-87-3211
山東カントリークラブ 079-676-2258 079-676-4002 三木よかわカントリークラブ 0794-88-0236 0794-88-0686
サンロイヤルゴルフクラブ 0795-44-1432 0795-44-1060 妙見富士カントリークラブ 0795-32-1144 0795-32-3830
G-style カントリー倶楽部 0790-86-1123 0790-86-1077 やしろ東条ゴルフクラブ 0795-46-1332 0795-46-1370
ジャパンメモリアルゴルフクラブ 0794-72-1125 0794-72-1750 山の原ゴルフクラブ 072-794-1621 072-794-1133
ＪＯＹＸゴルフ倶楽部上月コース 0790-86-1100 0790-86-1180 吉川カントリー倶楽部 0794-72-1150 0794-72-0617
白鷺ゴルフクラブ 079-263-3311 079-263-3303 吉川ロイヤルゴルフクラブ 0795-45-0550 0795-45-0560
城山ゴルフ倶楽部 079-452-4441 079-452-0680 よみうりカントリークラブ 0797-61-0112 0797-61-1271
新宝塚カントリークラブ 0797-91-0241 0797-91-0930 ローズウッドゴルフクラブ 0794-62-7515 0794-63-6979
神有カントリー倶楽部 078-981-5333 078-981-3511 ロータリーゴルフ倶楽部 078-959-0088 078-959-0077
ストークヒルゴルフクラブ 0791-58-0109 0791-58-0117 六甲カントリー倶楽部 078-903-1211 078-903-1711
センチュリー三木ゴルフ倶楽部 0794-86-2600 0794-86-2161 六甲国際ゴルフ倶楽部 078-581-2331 078-581-5991
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