
2009年  新潟県ゴルフ連盟 競技日程表

第J?口県知事杯新潟県ゴルフ選手権競技

紫雲ゴルフ倶楽 5月 21日 (木 ) A、 Bクラス3名 の計6名 のトータルスコアー
6月 22日 (月 ) セントラルゴルフクラブσ覇刑罰

5回 NGAゴルフ競技会 (兼 第64 会予選競技会・日本スポーッマスターズ子選会
1日 目 18H 十日町カン トリークラデ 6月 9日 (火 ) 180名 2日 間競技
2日 目 18H リークラブ 6月 10日 (水 ) 180名 一般loO名 、シエア40名 、レディス40名

64 ポーツマスターズ予i

1日 目 18H フォレス トカントリー倶楽部 5月 27日 (水 ) 180名 2日 間競技
2日 目 18H フォレス トカントリー倶楽部 5月 28日 (木 ) 180名 男子13o名 女子50名

中条ゴルフ倶楽 6月 16日 (火)～ 17日 (水 )

北斤鮮品サンライス
゛
コ
゛
ルフコース 8月 27日 (本 )

35回新潟県アマチュアゴルフ
予 選 18H 中条ゴルフ倶楽部 8月 6日 (木 ) 184名 予選通過38位まで
予 選 18H 新発田城カン トリー倶楽部 8月 6日 (本 ) 184名 予選通過38位まで
予選 18H 柏崎黒姫カン トリー倶楽部 8月 6日 (本 ) 184名 予選通過38位まで
予 選 18H 糸魚川カン トリークラブ 8月 6日 (木 ) 184名 予選通過38位まで

*参加人数により変更する事がある

決勝 18H 長岡カン トリー倶楽部 8月 25日 (火 ) 197名 過去10年の優勝者及び前回上位入賞者20名 ,月 例
シード10名 ,県アマシニアゴルフ上位15名 を含む

決勝 18H 長岡カン トリー倶楽部 8月 26日 (水 ) 120名 1日 目の成績上位 120名

マチュアロゴルフt

日本海カン トリークラブ 7月 2日 (木 予選通過15位まで県アマ決勝へ進出

ユアゴルフ
新潟ゴルフ倶楽部 7月 8日 (水 )～ 9日 (本 )

19回金井清…クラシックゴルフトーナメント
一般予選 18H 笹神五頭ゴルフ倶楽部 9月 15日 (火 ) 184名 予選通過25位まで
一般予選 18H 柏崎カン トリークラブ 9月 15日 (火 ) 184名 予選通過25位まで
一般予選 18H 松ケ峯カン トリー倶楽部 9月 15日 (火 ) 184名 予選通過25位まで

*参加人数により按分する事がある
ンニア・レディス予選 18H ヨネックスカントリークラブ 10月 1日 (木 ) 184名 予選通過共に20位まで

決勝 18H 小千谷 カン トリークラブ 10月 14日 (水 ) 130名 各クラス5年前までの優勝者、月例シード10名 含む

15 KGA アンダーハンデ プゴルフ
越後ゴルフ倶楽 予濯通過はKGA規貝Jによる

H月 9日 (月 )、 10日 (火 ) 武蔵カントリークラフ
゛
笹井コース(埼玉県 )

ゴ

ズ

64 民体育大会ゴルフ

競技 36H フォレス トカン トリー倶楽部 9月 26日 (」ヒ)27日 (日 ) 成年男子 3名 のトータルスコアー

競 技 36H 中条ゴルフ倶楽部 9月 26日 (:土)27日 (日 ) 少年男子 3名 のトータルスコアー

競 技 36H 紫雲ゴルフ倶楽部 9月 26日 (土)27日 (日 ) 女子 3名 のトータルスコアー

9回 日 スボーツマスター (

競技 36H 浜松 カン トリークラブ 9月 17日 (木)18日 (金 ) 男子 上位 2名 のトータルスコアー

競技 36H レイク浜松カン トリークラブ 9月 17日 (木)18日 (金 ) 女子 上位 2名 のトータルスコアー

(2009,1。 13現在)


