
2023年度 スポーツインダストリーゴルフトーナメント 主催競技

東日本 Premiumアマチュアゴルフ選手権 東日本クラブ対抗スクランブルアマチュアゴルフ選手権 東日本レディスクラブ対抗スクランブルアマチュアゴルフ選手権 全国アマチュアゴルフ選手権　フェニックスチャレンジCUP

チーム戦│ダブルス戦│シングルス戦G1クラス│シングルス戦G2クラス チーム戦│ダブルス戦 チーム戦│ダブルス戦 チーム戦│ダブルス戦│混合ダブルス戦│レディスチーム戦│レディスダブルス戦

申込開始(予定) : 2月上旬～ 申込開始(予定) : 3月上旬～ 申込開始(予定) : 3月上旬～ シングルス戦G1クラス│シングルス戦G2クラス

申込開始(予定) : 3月下旬～

4月18日(火) 大洗ゴルフ倶楽部 茨城県 8月24日(木) 姉ケ崎カントリー倶楽部東コース 千葉県 8月24日(木) 姉ケ崎カントリー倶楽部東コース 千葉県

5月12日(金) 富士桜カントリー倶楽部 山梨県 9月18日(月祝) 山田ゴルフ倶楽部 千葉県 9月18日(月祝) 山田ゴルフ倶楽部 千葉県 10月9日(月祝) イーストウッドカントリークラブ 栃木県

6月5日(月) カレドニアン・ゴルフクラブ 千葉県 10月2日(月) PGM石岡ゴルフクラブ 茨城県 10月2日(月) PGM石岡ゴルフクラブ 茨城県 10月26日(木) 姉ケ崎カントリー倶楽部東コース 千葉県

8月8日(火) 浜野ゴルフクラブ 千葉県 10月12日(木) グランディ那須白河ゴルフクラブ 福島県 10月12日(木) グランディ那須白河ゴルフクラブ 福島県 12月1日(金) 立野クラシックゴルフ俱楽部 千葉県

11月2日(木) 嵐山カントリークラブ 埼玉県 11月2日(木) 嵐山カントリークラブ 埼玉県 12月26日(火) PGM石岡ゴルフクラブ 茨城県

9月1日(金) 大利根カントリークラブ東コース 茨城県 11月10日(金) 太平洋クラブ成田コース 千葉県 11月10日(金) 太平洋クラブ成田コース 千葉県

2024年1月26日(金) 調整中

西日本 Premiumアマチュアゴルフ選手権 12月7日(木) 姉ケ崎カントリー倶楽部東コース 千葉県 12月7日(木) 姉ケ崎カントリー倶楽部東コース 千葉県

チーム戦│ダブルス戦│シングルス戦G1クラス│シングルス戦G2クラス 9月27日(水) 瀬田ゴルフコース北コース 滋賀県

申込開始(予定) : 2月上旬～ 12月15日(金) 姉ケ崎カントリー倶楽部東コース 千葉県 12月15日(金) 姉ケ崎カントリー倶楽部東コース 千葉県 10月20日(金) 北六甲カントリー俱楽部東コース 兵庫県

11月14日(火) 美奈木ゴルフ俱楽部 兵庫県

4月14日(金) 美奈木ゴルフ倶楽部 兵庫県 中部日本クラブ対抗スクランブルアマチュアゴルフ選手権 中部日本レディスクラブ対抗スクランブルアマチュアゴルフ選手権 12月13日(水) 太平洋クラブ六甲コース 兵庫県

5月18日(木) ABCゴルフ倶楽部 兵庫県 チーム戦│ダブルス戦 チーム戦│ダブルス戦

6月13日(火) 瀬田ゴルフコース北コース 滋賀県 申込開始(予定) : 3月上旬～ 申込開始(予定) : 3月上旬～ 2024年1月16日(火) 東急グランドオークゴルフクラブ 兵庫県

7月12日(水) 有馬ロイヤルゴルフクラブロイヤルコース 兵庫県

8月22日(火) 南山カントリークラブ 愛知県 8月22日(火) 南山カントリークラブ 愛知県 11月14日(火) 豊田カントリー倶楽部 愛知県

8月10日(木) 六甲国際ゴルフ倶楽部東コース 兵庫県 9月14日(木) 瑞陵ゴルフ倶楽部 岐阜県 9月14日(木) 瑞陵ゴルフ倶楽部 岐阜県

10月6日(金) 裾野カンツリー倶楽部 静岡県 10月6日(金) 裾野カンツリー倶楽部 静岡県 11月22日(水) 福岡雷山ゴルフ倶楽部 福岡県

東日本週末スクランブルアマチュアゴルフ選手権 11月6日(月) 三甲ゴルフ倶楽部京和コース 愛知県 11月6日(月) 三甲ゴルフ倶楽部京和コース 愛知県

チーム戦│ダブルス戦 2024年3月14日(木)(スクランブル) フェニックスカントリークラブ 宮崎県

申込開始(予定) : 2月中旬～ 12月4日(月) 南山カントリークラブ 愛知県 12月4日(月) 南山カントリークラブ 愛知県 2024年3月15日(金)(シングルス) フェニックスカントリークラブ 宮崎県

4月22日(土) イーストウッドカントリークラブ 栃木県 12月5日(火) 南山カントリークラブ 愛知県 12月5日(火) 南山カントリークラブ 愛知県

5月27日(土) 南茂原カントリークラブ 千葉県 ※各競技の詳細はスポーツインダストリーゴルフトーナメントホームページをご確認ください。

6月10日(土) ピートダイゴルフクラブVIPコース 栃木県 西日本クラブ対抗スクランブルアマチュアゴルフ選手権 西日本レディスクラブ対抗スクランブルアマチュアゴルフ選手権

7月17日(月祝) 立野クラシックゴルフ俱楽部 千葉県 チーム戦│ダブルス戦 チーム戦│ダブルス戦 ※週末年齢別スクラッチ選手権の年齢は、2024年3月31日現在の年齢を基準とする。

申込開始(予定) : 3月上旬～ 申込開始(予定) : 3月上旬～

8月26日(土) 山田ゴルフ倶楽部 千葉県

8月1日(火) 太平洋クラブ六甲コース 兵庫県 8月1日(火) 太平洋クラブ六甲コース 兵庫県

東日本週末年齢別スクラッチシングルスアマチュアゴルフ選手権 8月30日(水) 北六甲カントリー倶楽部東コース 兵庫県 8月30日(水) 北六甲カントリー倶楽部東コース 兵庫県

20代～40代クラス│50代クラス│60代以上クラス 9月20日(水) 美奈木ゴルフ倶楽部 兵庫県 9月20日(水) 美奈木ゴルフ倶楽部 兵庫県

申込開始(予定) : 2月中旬～ 10月17日(火) 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 岡山県 10月17日(火) 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 岡山県

10月27日(金) 小野東洋ゴルフ倶楽部 兵庫県 11月16日(木) 有馬カンツリー倶楽部 兵庫県

4月22日(土) イーストウッドカントリークラブ 栃木県 11月22日(水) 福岡雷山ゴルフ倶楽部 福岡県 11月22日(水) 福岡雷山ゴルフ倶楽部 福岡県

5月27日(土) 南茂原カントリークラブ 千葉県

6月10日(土) ピートダイゴルフクラブVIPコース 栃木県 12月18日(月) 北六甲カントリー倶楽部東コース 兵庫県 12月18日(月) 北六甲カントリー倶楽部東コース 兵庫県

7月17日(月祝) 立野クラシックゴルフ俱楽部 千葉県

12月19日(火) 北六甲カントリー倶楽部東コース 兵庫県 12月19日(火) 北六甲カントリー倶楽部東コース 兵庫県

8月26日(土) 山田ゴルフ倶楽部 千葉県

※クラブ対抗スクランブル選手権のチーム、ペアのメンバー構成は、同一クラブメンバーの

構成とする。(友の会含む)
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グランドファイナル大会

※会場・日程など、諸事情により変更になる場合があります。
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