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２０１４年経済産業大臣杯全国ペア対抗戦 

関東・東北ブロック予選競技規定 

 

   【主  催】  一般社団法人日本ゴルフ場事業協会  関東・東北支部 

   【後  援】  経済産業省 

   【協  賛】  ゴルフ市場活性化委員会 (通称 GMAC)  ≪http://www.gmao.jp/≫ 

            (一社)日本ゴルフ用品協会・(公社)日本パブリックゴルフ協会・(公社)全日本ゴルフ練習場連盟・(公社)日本ゴルフ協会 

   【特別協賛】  大塚食品株式会社   

   【予 選 会】  平成 26 年 4 月～平成 26 年 8 月 31 日 (開催コース・日時は下記を参照) 

   【決勝大会】  平成 26 年 10 月 1 日(水) 

           札幌エルムカントリークラブ 西コース  ≪http://www.elmcc.com/≫  

            〒061-1363 北海道恵庭市島松沢 55 電話 0123-33-5151 FAX0123-33-5153 

 

 ≪競技規則≫   JGA発行のゴルフ規則及び本競技ローカルルールを適用する。（本大会においては、距離計測器の使用を許可します） 

≪プレー条件≫  ・１８ホール・ストロークプレー 

          ・２人一組のペア戦（２名のネットスコアー合計） 

≪部門別≫    ・一般の部 (男女混合含む、但し女性同士のペアはレディースの部のみの出場資格となります)  

          ・レディースの部   

≪競技方法≫   ・新ペリア方式 (ダブルパーまでとし、算出ハンディキャップの上限はなし) 

          ・順位決定はペア合計ネットによる。 

・同ネットの場合は、ペアの内、年齢の高い人上位。 

・使用ティ 「男子」レギュラーティー、「女子」レディースティー、「65歳以上」はシルバーティー使用可 

≪参加費の範囲≫ 予選会開催コースの内容記載 

≪参加申込み≫  予選会出場コース宛に電話予約にて申込み後、別紙申込書 (協会 HP よりダウンロード http://www.golf-ngk.or.jp/) にて 

予選会出場コース宛にエントリー票を FAX すること。但し、先着順とし定員となり次第締切る。 

http://www.golf-ngk.or.jp/
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 ≪決勝進出≫   優勝ペアは決勝大会(札幌エルムカントリークラブ)への出場権が与えられます。 

          ・決勝大会進出者には決勝大会への旅費を補助いたします。(詳細については予選会開催コースにお問い合わせ下さい) 

          ・決勝進出者の 1 名までの変更は認める。 

          ・複数回の予選会に参加し、同一ペアが複数入賞した場合、最初に入賞したコースを優先するものとする。但し、1 名変更後の 

予選会の参加並びに入賞資格を認める。(入賞→決勝進出の権利保有ペア) 

 ≪その他≫    ・各部門の上位 3 ペアまでの表彰状を授与する。 

          ・危険防止の為、ギャラリー等のコース内への立ち入りを禁止する。但し、スタートホールのティーグランド・最終ホールグリーン

についてはプレーの妨げにならない範囲で許可する。 

≪お問い合わせ≫ 

   一般社団法人日本ゴルフ場事業協会 関東・東北支部   電話：03-5549-7701 FAX：03-5549-7704   

          同         本 部 事 務 局   電話：03-3864-6701 FAX：03-3864-6703 

 

 

【一般の部】(決勝進出ペア数・15ペア) 

 開催日 会場 (ゴルフ場名／住所／電話・FAX) 料金(外税) プレー形態 

① ５月５日 (月) 

ゴルフ場名 足利カントリークラブ飛駒コース 

住所：〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町４０２５ 

 

電話：０２８３－６６－２２０１  FAX：０２８３－６６－２２０２ 

ホームページ http://www.ashikaga-cc.com/  

プレー代      ６，５００円 

ゴルフ場利用税     ７００円 

消費税         ５２０円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計        ８，７２０円 

セルフ・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

② ５月２９日 (木) 

ゴルフ場名 東我孫子カントリークラブ 

住所：〒270-1173 千葉県我孫子市青山８９５ 

 

電話：０４－７１８２－４１４１  FAX：０４－７１８２－１５９９ 

ホームページ http://www.h-abiko-cc.com/  

プレー代      ５，５００円  

ゴルフ場利用税     ７００円 

消費税         ４４０円 

参加費   （非課税）１，０００円 

合計        ７，６４０円 

セルフ・乗用カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

http://www.ashikaga-cc.com/
http://www.h-abiko-cc.com/
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③ ５月２９日 (木) 

ゴルフ場名 鴻巣カントリークラブ 

住所：〒365-0004 埼玉県鴻巣市関新田２１２３ 

 

電話：０４８－５６９－１１４１  FAX：０４８－５６９－０２８７ 

ホームページ http://www.kanbun-group.co.jp/  

プレー代     １２，４０７円  

ゴルフ場利用税   １，０００円 

消費税         ９９３円 

参加費  （非課税） １，０００円 

合計       １５，４００円 

キャディ付・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

④ ５月３０日 (金) 

ゴルフ場名 八王子カントリークラブ 

住所：〒193-0801 東京都八王子市川口町２３５２ 

 

電話：０４２－６５４－４１１0  FAX：０４２－６５４－４１１４  

ホームページ http://www.hachiojicc.co.jp/  

プレー代     １３，８８９円  

ゴルフ場利用税＊（課税免除）０円 

消費税       １，１１１円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計       １６，０００円 

キャディ付・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

⑤ ６月１１日 (水) 

ゴルフ場名 サラブレッドカントリークラブ 

住所：〒972-8336 福島県いわき市渡辺町上釜戸字上ノ代２４５ 

 

電話：０２４６－５６－０１２３  FAX：０２４６－５６－６６６６ 

ホームページ http://www.thcc.co.jp/  

プレー代      ５，５５６円 

ゴルフ場利用税     ７００円 

消費税         ４４４円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計        ７，７００円 

セルフ・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

⑥ ６月１８日 (水) 

ゴルフ場名 ＧＭＧ八王子ゴルフ場 

住所：〒193-0801 東京都八王子市川口町３５１５ 

 

電話：０４２－６５４－４３１１  FAX：０４２－６５４－４３２２ 

ホームページ http://www.kanbun-group.co.jp/  

プレー代     １２，１００円 

ゴルフ場利用税＊（課税免除）０円 

消費税         ９６８円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計       １４，０６８円 

キャディ付・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

⑦ 

６月２５日 (水) 

中 止 

ゴルフ場名 鹿沼７２カントリークラブ 

住所：〒322-0526 栃木県鹿沼市楡木町１４７５ 

 

電話：０２８９－７５－２１１１  FAX：０２８９－７５－２１１９ 

ホームページ http://www.kanuma72.jp/  

プレー代      ８，６６０円 

ゴルフ場利用税     ６００円 

消費税         ６４０円 

参加費(プレー代に含む)       

合計        ９，９００円 

セルフ・乗用カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

http://www.kanbun-group.co.jp/
http://www.hachiojicc.co.jp/
http://www.thcc.co.jp/
http://www.kanbun-group.co.jp/
http://www.kanuma72.jp/
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⑧ ６月２９日 (日) 

ゴルフ場名 鎌倉パブリックゴルフ場 

住所：〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉５－１００３ 

 

電話：０４６７－４４－８１８５  FAX：０４６７－４４－８１８８ 

ホームページ http://www.kamakura-pg.com/  

プレー代     １３，５０９円 

ゴルフ場利用税，寄付金 ８１０円 

消費税       １，０８１円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計       １６，４００円 

セルフ・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

⑨ ６月３０日 (月) 

ゴルフ場名 大宮国際カントリークラブ 

住所：〒331-0074 埼玉県さいたま市西区宝来９１０ 

 

電話：０４８－６２４－５７７０  FAX：０４８－６２３－５２５２ 

ホームページ http://www.okcc.co.jp/  

プレー代     １１，２０４円  

ゴルフ場利用税     ４００円 

消費税         ８９６円 

参加費   （非課税）１，０００円 

合計       １３，５００円 

キャディ付・乗用カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

⑩ ７月２日 (水) 

ゴルフ場名 大宮カントリークラブ 

住所：〒331-0068 埼玉県さいたま市西区飯田新田４０ 

 

電話：０４８－６２４－２１２１  FAX：０４８－６２２－１２２５ 

ホームページ http://www.omiya-cc.com/  

プレー代      ８，９６３円  

ゴルフ場利用税     ４００円 

消費税         ６３７円 

参加費(プレー代に含む)           

合計       １０，０００円 

セルフ・乗用カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

⑪ ７月３日 (木) 

ゴルフ場名 フレンドシップカントリークラブ 

住所：〒300-2747 茨城県常総市崎房１９５５－２ 

 

電話：０２９７－４３－７３１１  FAX：０２９７－４３－７０５４ 

ホームページ http://www.friendship-cc.co.jp/  

プレー代     １２，４０７円  

ゴルフ場利用税   １，０００円*1 

消費税         ９９３円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計       １５，４００円 

キャディ付・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

*1 緑化協力金５０円含む 

女性１４，９００円 

⑫ ７月５日 (土) 

ゴルフ場名 足利カントリークラブ多幸コース 

住所：〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町６３８０ 

 

電話：０２８３－６６－２１２１  FAX：０２８３－６６－２０５４ 

ホームページ http://www.ashikaga-cc.com  

プレー代      ８，５００円 

ゴルフ場利用税     ７００円 

消費税         ６８０円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計       １０，８８０円 

セルフ・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

http://www.kamakura-pg.com/
http://www.okcc.co.jp/
http://www.omiya-cc.com/
http://www.friendship-cc.co.jp/
http://www.ashikaga-cc.com/
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⑬ ７月１５日 (火) 

ゴルフ場名 長瀞カントリークラブ 

住所：〒369-1236 埼玉県大里郡寄居町金尾４２８ 

 

電話：０４８－５８１－０７７７  FAX：０４８－５８１－５１１５ 

ホームページ http://www.kanbun-group.co.jp/  

プレー代      ６，０００円  

ゴルフ場利用税     ５００円 

消費税         ６４０円 

参加費３，０００円(内 1,000 円非課税)             

合計       １０，１４０円 

セルフ・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

⑭ ７月２９日 (火) 

ゴルフ場名 鎌倉カントリークラブ 

住所：〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉５－１０２６ 

 

電話：０４６７－４３－１２５１  FAX：０４６７－４４－８７８０ 

ホームページ http://www.kamakura-cc.com/  

プレー代     １２，１６７円  

ゴルフ場利用税，寄付金１，０２０円 

消費税         ９７３円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計       １５，１６０円 

セルフ・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

※ロッカーフィ(324 円)別 

⑮ 
７月３１日 (木) 

 

ゴルフ場名 大宮国際カントリークラブ 

住所：〒331-0074 埼玉県さいたま市西区宝来９１０ 

 

電話：０４８－６２４－５７７０  FAX：０４８－６２３－５２５２ 

ホームページ http://www.okcc.co.jp/  

プレー代      ９，３５２円  

ゴルフ場利用税     ４００円 

消費税         ７４８円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計       １１，５００円 

セルフ・乗用カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

＊東京都につきましては、地方税法第七十五条の三(国民体育大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)により、本大会が認定されているため、 

非課税となっています。 

 

  

http://www.kanbun-group.co.jp/
http://www.kamakura-cc.com/
http://www.okcc.co.jp/
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【レディースの部】(決勝進出ペア数・8ペア) 

 開催日 会場 (ゴルフ場名／住所／電話・FAX) 料金(外税) プレー形態 

① ５月７日 (水) 

ゴルフ場名 東我孫子カントリークラブ 

住所：〒270-1173 千葉県我孫子市青山８９５ 

 

電話：０４－７１８２－４１４１  FAX：０４－７１８２－１５９９ 

ホームページ http://www.h-abiko-cc.com/  

プレー代      ５，５００円  

ゴルフ場利用税     ７００円 

消費税         ４４０円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計        ７，６４０円 

セルフ・乗用カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

② ５月１６日 (金) 

ゴルフ場名 足利カントリークラブ飛駒コース 

住所：〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町４０２５ 

 

電話：０２８３－６６－２２０１  FAX：０２８３－６６－２２０２ 

ホームページ http://www.ashikaga-cc.com  

プレー代      ５，５００円  

ゴルフ場利用税     ７００円 

消費税         ４４０円 

参加費   （非課税）１，０００円 

合計        ７，６４０円 

セルフ・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

③ ５月３０日 (金) 

ゴルフ場名 ニッソーカントリークラブ 

住所：〒300-1336 茨城県稲敷郡河内町大徳鍋子新田１１２４－１ 

 

電話：０２９７－８４－２３２１  FAX：０２９７－８４－２０４１ 

ホームページ http://www.nisso-cc.co.jp/  

プレー代      ７，５００円  

ゴルフ場利用税     ８００円 

消費税         ６８０円 

参加費２，０００円(内 1,000 円非課税) 

合計       １０，９８０円 

キャディ付・電動カート(歩行) 

昼食別 

パーティ有 

④ ６月１１日 (水) 

ゴルフ場名 ＧＭＧ八王子ゴルフ場 

住所：〒193-0801 東京都八王子市川口町３５１５ 

 

電話：０４２－６５４－４３１１  FAX：０４２－６５４－４３２２ 

ホームページ http://www.kanbun-group.co.jp/  

プレー代     １２，１００円  

ゴルフ場利用税 （課税免除）０円 

消費税         ９６８円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計       １４，０６８円 

キャディ付・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

 

  

http://www.h-abiko-cc.com/
http://www.ashikaga-cc.com/
http://www.nisso-cc.co.jp/
http://www.kanbun-group.co.jp/
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⑤ ６月１１日 (水) 

ゴルフ場名 サラブレッドカントリークラブ 

住所：〒972-8336 福島県いわき市渡辺町上釜戸字上ノ代２４５ 

 

電話：０２４６－５６－０１２３  FAX：０２４６－５６－６６６６ 

ホームページ http://www.thcc.co.jp/  

プレー代      ５，５５６円  

ゴルフ場利用税     ７００円 

消費税         ４４４円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計        ７，６４０円 

セルフ・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

⑥ ６月１６日 (月) 

ゴルフ場名 足利カントリークラブ多幸コース 

住所：〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町６３８０ 

 

電話：０２８３－６６－２１２１  FAX：０２８３－６６－２０５４ 

ホームページ http://www.ashikaga-cc.com  

プレー代      ５，５００円 

ゴルフ場利用税     ７００円 

消費税         ４４０円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計        ７，６４０円 

セルフ・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

⑦ ７月１４日 (月) 

ゴルフ場名 鎌倉パブリックゴルフ場 

住所：〒247-0052 神奈川県鎌倉市今泉５－１００３ 

 

電話：０４６７－４４－８１８５  FAX：０４６７－４４－８１８８ 

ホームページ http://www.kamakura-pg.com/  

プレー代      ９，６２０円 

ゴルフ場利用税，寄付金 ８１０円 

消費税         ７７０円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計       １２，２００円 

セルフ・乗用電磁誘導カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

⑧ ７月１４日 (月) 

ゴルフ場名 大宮国際カントリークラブ 

住所：〒331-0074 埼玉県さいたま市西区宝来９１０ 

 

電話：０４８－６２４－５７７０  FAX：０４８－６２３－５２５２ 

ホームページ http://www.okcc.co.jp/  

プレー代     １１，２０４円 

ゴルフ場利用税     ４００円 

消費税         ８９６円 

参加費  （非課税）１，０００円 

合計       １３，５００円 

キャディ付・乗用カート 

昼食含む ※限定メニュー 

パーティ有 

 

http://www.thcc.co.jp/
http://www.ashikaga-cc.com/
http://www.kamakura-pg.com/
http://www.okcc.co.jp/

