
西日本地区開催コース 日　程

滋賀県
琵琶湖レークサイドゴルフコース 6/23（木）
ベアズパウ ジャパン カントリークラブ 7/7（木）

京都府 京都大原パブリックコース 6/23（木）

大阪府
大阪パブリックゴルフ場 6/17（金）
京阪ゴルフ倶楽部 6/18（土）
ワールドカントリーゴルフクラブ 6/23（木）

兵庫県

北神戸ゴルフ場 6/28（火）
西神戸ゴルフ場 6/24（金）
ダンロップゴルフコース 6/27（月）
姫路シーサイドゴルフコース 6/15（水）
よみうりゴルフウエストコース 6/22（水）
六甲国際パブリックコース 7/10（日）
湯村カンツリークラブ 6/16（木）
つるやカントリークラブ　西宮北コース 6/21（火）
グランドオークプレイヤーズコース 7/8（金）
マスターズゴルフ倶楽部 6/6（月）
有馬ロイヤルゴルフクラブ　ノーブルコース 6/22（水）
太平洋クラブ六甲コース 7/12（火）

奈良県 阿騎野ゴルフ倶楽部 7/8（金）
鳥取県 米子ゴルフ場 6/23（木）

岡山県

花回廊ゴルフコース 6/27（月）
岡山空港ゴルフコース 7/8（金）
水島ゴルフリンクス 6/26（日）
奥津ゴルフ倶楽部 6/19（日）
鬼ノ城ゴルフ倶楽部 6/29（水）

香川県
高松パブリックゴルフコース 6/29（水）
丸亀パブリックゴルフコース 7/6（水）

徳島県 コート・ベール徳島ゴルフクラブ 6/20（月）
福岡県 瀬板の森北九州ゴルフコース 6/25（土）

宮崎県
トム・ワトソンゴルフコース 7/10（日）
フェニックスカントリークラブ　高千穂・住吉 6/17（金）
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プレー料金/税込
（予定）

日　程

琵琶湖レークサイドゴルフコース
〒524-0104　守山市木浜町2300　TEL（077）585-1321

７，２５０円
（昼食付）

6/23（木）

ベアズパウ ジャパン カントリークラブ
〒528-0065　甲賀市水口町春日146　TEL（0748）65-2525

８，７００円 7/7（木）

京
都
府

京都大原パブリックコース
〒601-1235　京都市左京区大原古知平町345　TEL（075）744-2331

８，１３０円
(昼食付)

6/23（木）

大阪パブリックゴルフ場
〒575-0014　四條畷市上田原1382-1　TEL（072）869-0221

７，７００円
（昼食付）

6/17（金）

京阪ゴルフ倶楽部
〒569-0844　高槻市柱本3-19-7　TEL（072）677-9900

６，９００円 6/18（土）

ワールドカントリーゴルフクラブ
〒585-0031　南河内郡河南町大字中1220-1　TEL（0721）93-7550

１２，６００円
(昼食付）

6/23（木）

北神戸ゴルフ場
〒651-1511　神戸市北区長尾町宅原大味谷1706　TEL（078）986-2233

８，３４０円 6/28（火）

西神戸ゴルフ場
〒651-2223　神戸市西区押部谷町木見975-1　TEL（078）994-6611

８，９８０円 6/24（金）

ダンロップゴルフコース
〒651-1341　神戸市北区八多町深谷字梁ヶ谷1025-1　TEL（078）982-1221

８，８６０円 6/27（月）

姫路シーサイドゴルフコース
〒671-0101　姫路市大塩町2035-4　TEL（079）254-5881

６，４５０円
（昼食付）

6/15（水）

よみうりゴルフウエストコース
〒669-1141　西宮市塩瀬町名塩北山　TEL（0797）62-1121

１０，６５８円 6/22（水）

六甲国際パブリックコース
〒651-1263　神戸市北区山田町西下字押部道16-1　TEL（078）583-0351

１０，７００円
（昼食付）

7/10（日）

湯村カンツリークラブ
〒669-6812　美方郡新温泉町切畑字三原野608　TEL（0796）92-2009

未定 6/16（木）

つるやカントリークラブ　西宮北コース
〒651-1421　西宮市山口町上山口字泥ン坊2192　TEL（078）903-6677

８，６００円
（昼食付）

6/21（火）

グランドオークプレイヤーズコース
〒673-1304　加東市長貞1843　TEL（0795）47-2109

９，３００円
（昼食付）

7/8（金）

マスターズゴルフ倶楽部　※キャディー付
〒673-0411　三木市久留美1848　TEL（0794）83-3333

１７，４００円
（昼食付）

6/6（月）

有馬ロイヤルゴルフクラブ　ノーブルコース
〒651-1616　神戸市北区淡河町北畑 571　ＴＥＬ（078）958-0121

エントリーや大会に関するお問合せ先：PGS事務局（03）6280-3324

太平洋クラブ六甲コース ※キャディ付
〒673-1244　三木市吉川町水上1582−1　TEL（0794）72-1211

エントリーや大会に関するお問合せ先：PGS事務局（03）6280-3324

開　催　コ　ー　ス

滋
賀
県

兵
庫
県

１７，１００円

大
阪
府

7/12（火）

１１，０００円 6/22（水）

２０２２年度 
 全⽇本ミッドアマチュアゴルファーズ選⼿権 ⻄⽇本地区 

 
主催：公益社団法⼈⽇本パブリックゴルフ協会 

http://www.pgs.or.jp/ 
《予選、地区決勝、全⽇本 共通》 
１．⽇程、開催コース 
◎予選 
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プレー料金/税込
（予定）

日　程

阿騎野ゴルフ倶楽部
〒633-2144　宇陀市大宇陀栗野1035-1　TEL（0745）83-3939

エントリーや大会に関するお問合せ先：PGS事務局（03）6280-3324

鳥
取
県

米子ゴルフ場
〒683-0853　米子市両三柳3192-2　TEL（0859）29-4444

８，４４０円
（昼食付）

6/23（木）

花回廊ゴルフコース
〒702-8055　岡山市南区築港緑町2-1　TEL（086）262-3028

３，３００円 6/27（月）

岡山空港ゴルフコース
〒701-1141　岡山市北区菅野3397-29　TEL（086）294-4477

７，３００円 7/8（金）

水島ゴルフリンクス
〒712-8074　倉敷市水島川崎通1-19　TEL（086）440-1636

９，７００円 6/26（日）

奥津ゴルフ倶楽部
〒708-0503　苫田郡鏡野町奥津677-1　TEL（0868）52-7011

一般 8,900円（1,100円食事付） 6/19（日）

鬼ノ城ゴルフ倶楽部 ※キャディ付
〒719-1101　総社市奥坂666　ＴＥＬ（0866）99-8010

エントリーや大会に関するお問合せ先：PGS事務局（03）6280-3324

高松パブリックゴルフコース
〒760-0080　高松市木太町4583　TEL（087）834-1524

５，０００円 6/29（水）

丸亀パブリックゴルフコース
〒763-0062　丸亀市蓬莱町56　TEL（0877）23-8200

５，０００円 7/6（水）

徳
島
県

コート・ベール徳島ゴルフクラブ
〒779-1293　阿南市那賀川町みどり台1-1　TEL（0884）42-3441

６，９８０円
（昼食付）

6/20（月）

福
岡
県

瀬板の森北九州ゴルフコース
〒806-0048　北九州市八幡西区樋口町8-1　TEL（093）622-6001

１３，５９０円 6/25（土）

トム・ワトソンゴルフコース
〒880-8545　宮崎市山崎町浜山　TEL（0985）21-1301

１０，５００円 7/10（日）

フェニックスカントリークラブ　高千穂・住吉 ※キャディ付
〒880-0122　宮崎市塩路浜山3083　ＴＥＬ（0985）21-1111

エントリーや大会に関するお問合せ先：PGS事務局（03）6280-3324

大会料金 6/17（金）

宮
崎
県

開　催　コ　ー　ス

香
川
県

岡
山
県

１３，５００円 6/29（水）

奈
良
県

7/8（金）９，６３０円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎地区決勝    ７⽉２７⽇（⽔）、２８⽇（⽊） 

よみうりゴルフウエストコース 
〒669-1141 兵庫県⻄宮市塩瀬町名塩北⼭  TEL 0797-62-1121 
 

◎全⽇本     ９⽉１０⽇（⼟）、１１⽇（⽇） 
イーストウッドカントリークラブ 
〒321-0417 栃⽊県宇都宮市冬室町 1039-3  TEL 028-674-8848 

 
２．プレーの条件 《予 選》１８ホール・ストロークプレー 
         《地区決勝》３６ホール・ストロークプレー 
         《全⽇本》３６ホール・ストロークプレー 
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３．参加資格   《予 選》(1)25 歳以上（1997（平成 9）年 12 ⽉ 31 ⽇以前誕⽣）男⼦(出⽣時) 
(2)ハンディキャップは２０.０程度までが望ましい 
(3)アマチュア資格を保持している全てのアマチュアゴルファー 
(4)重複エントリーはできません（失格） 

         《地区決勝》各予選からの通過者およびシード選⼿ 
         《全⽇本》各地区決勝からの通過者およびシード選⼿ 

※競技委員会は競技中を含めいつでも、出場に相応しくないと判断したプレーヤーの参
加資格を取り消します 

４．参加料    《予 選》６,６００円（申込締切⽇を過ぎて参加取消をした場合、参加料の返却は致しません） 
         《地区決勝》３,３００円（予選通過者）、９,９００円（予選免除者） 
         《全⽇本》３,３００円（地区決勝通過者）、１３,２００円（地区決勝免除者） 

※各参加料は消費税含む。プレーフィその他の費⽤は各⾃負担となります 
５．参加申込   《予 選》 

①郵便の場合 
参加申込書に必要事項を記⼊し、現⾦書留または郵便振替にて出場第１希望コースへお申込み
下さい。 
郵便振替にて競技参加料をお⽀払の場合は、参加申込書とともに「受領証」（コピー可）を添
えてお送り下さい。 
「振込⼝座：№００１４０-３-３２５１６８ 公益社団法⼈⽇本パブリックゴルフ協会」 

②インターネットの場合 
申込み専⽤のホームページより必要事項を⼊⼒し、お申込み下さい。 
詳細は下記ホームページまたは⽇本パブリックゴルフ協会ホームページをご参照下さい。 
【楽天ＧＯＲＡ】https://gora.golf.rakuten.co.jp/tournament/ 

※第１希望コースが定員を超えた場合、または開催中⽌の場合は、第２希望コースへ廻っていた
だきます。 

《地区決勝》 
予選通過者は、各予選会場にてお申込みいただき、参加料は地区決勝会場にてお⽀払い下さい。
シード選⼿は、直接ＰＧＳ事務局へお申込み下さい。 

《全⽇本》 
地区決勝通過者は、各地区決勝会場にてお申込みいただき、参加料は全⽇本会場にてお⽀払い下
さい。シード選⼿は、直接ＰＧＳ事務局へお申込み下さい。 

６．申込期間   《予 選》２０２２年５⽉１⽇（⽇）〜５⽉３１⽇（⽕） 
         《地区決勝》予選開催⽇当⽇ 

《全⽇本》地区決勝開催最終⽇ 
７．通過者    《予 選》各⽇の上位者が地区決勝の出場資格を得ます。予選通過者数は各⽇合計で約１８０名（シ

ード選⼿含む）とし、予選参加者数割合によって各⽇の通過⼈数を決定します。予選通過
者に⽋場が⽣じた場合は、地区決勝３⽇前まで出場選⼿の繰上げを⾏います。なお、詳細
は組合せおよびスタート時間表にて発表します。 

８．参加賞    《予 選》ゴルフボール１スリーブ 
         《地区決勝》フック付きタオル（出場者のみ） 

《全⽇本》ネームタグ（出場者のみ） 
9．指定練習⽇  《予 選》指定練習⽇の有無や⽇程については選⼿が直接会場にお問合せ下さい。 
         《地区決勝》《全⽇本》指定練習⽇については組合せ表発表とともに通知します。 
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10．その他    競技会を⽋場した場合、開催コースのキャンセルポリシーに従って下さい。 
11．個⼈情報保護法関連事項 

競技参加者の⽒名、成績等は開催コース掲⽰板、PGS ニュース、⽇本パブリックゴルフ協会ホー
ムページ、各種雑誌、新聞等に掲載されることがあります。前記利⽤⽬的の範囲で、関係所管に情
報を提供することがあります。また競技参加者には、PGS ニュース、翌年の競技参加案内・他団
体の競技案内やダイレクトメール等の印刷物およびメールマガジン(希望者)をご送付いたします。
お申込みをされる⽅は、前記記載事項に同意されたものとみなさせていただきます。 

12．肖像権に関する同意内容 
競技参加者は、参加申込みに際し、主催競技(競技会場における競技に伴う前後の⾏事等を含む)に
関して、その中継・再映・報道・広報のため、あるいは⽇本パブリックゴルフ協会の⽬的に反しな
い範囲で利⽤するために、写真・テレビ・その他の各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編
集物(適正範囲の編集に限る)にかかる競技参加者の肖像権(収録物等にかかる競技参加者の⽒名・肖
像を展⽰・通信・放送・上映により⼀般に公開し、あるいは貸与し、頒布するなどして他に提供す
る権利)を⽇本パブリックゴルフ協会に譲渡することを、予め承諾されたものとさせていただきま
す。 

 
付記：各地区決勝・全⽇本の優勝者および⼊賞者には、本競技の定める競技の出場資格を付与します。 
   ※⽇本パブリックゴルフ協会ホームページ(http://www.pgs.or.jp)掲載の競技規定を参照下さい。 
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競技参加料(郵便振替の場合は「受領証」)を添えて、出場希望コースへお申込み下さい。５⽉３１⽇締切り 

2022 年度全⽇本ミッドアマチュアゴルファーズ選⼿権 ⻄⽇本地区 参加申込書 
本競技の参加資格に抵触した場合は、如何なる裁定をも受け⼊れることを承諾し参加申込いたします。 
２０２２年   ⽉   ⽇ 

出場競技 ⻄⽇本ミッドアマ 

出場希望コース 

第⼀希望 
コース名  

開催⽇ ⽉    ⽇（  ） 

第⼆希望 
コース名  

開催⽇ ⽉    ⽇（  ） 

⽒  名 

ふりがな 
 
 
（必ず⾃署してください） 

⽣年⽉⽇ 
（⻄暦）    年   ⽉   ⽇（   歳） 

（⻄暦でご記⼊ください） 

住  所 

ふりがな 
〒    − 
 
  

電  話 （    ）    − 

携帯電話 （    ）    − 

職  業 
（いずれかに○をつけてください） 

会社員   ・   公務員   ・   ⾃営   ・   その他 

所属コース 
コース名 
（無い場合は空欄） 

ハンディキャップ  

E-mail アドレス  

□開催コース、⽇本パブリックゴルフ協会からのメールマガジンを受け取る 
【注意事項】 
１．特別ルール、ローカルルール以外の競技規則は、すべて⽇本ゴルフ協会発⾏のゴルフ規則による。 
２．⽇本ゴルフ協会アマチュア資格規則の規定に抵触し、または本競技の品位を損なうと判断される者は競技への参加を取消す。ま

た、プレー中であっても参加を取消す。 
３．⽇本国刑法に問われている者、あるいは反社会的勢⼒・団体に関係する者、およびこれらに準ずると判断される者は、本競技へ

の参加を認めない。 
４．使⽤クラブの規格は、⽇本ゴルフ協会発⾏のオフィシャルガイド「ローカルルールひな型 G-1 適合ドライバーヘッドリスト」を

適⽤する。 
５．使⽤球は⽇本ゴルフ協会発⾏のオフィシャルガイド「ローカルルールひな型 G-3 適合球リスト」を適⽤する。 
６．競技会に無断⽋場した場合は、以後の競技への出場を停⽌とする（１年間）。  
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