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男子の部 申込期間 2月1日(月)～2月26日(金)

第 １ 予 選 3月30日(火) 相模原ゴルフクラブ ･西コース

第 ２ 予 選 3月31日(水) 戸塚カントリー倶楽部 ･西コース

第 ３ 予 選 4月 2日(金) レイクウッドゴルフクラブ ･西コース

第 ４ 予 選 4月 6日(火) 横浜カントリークラブ ･西コース

第 ５ 予 選 4月 8日(木) 長竹カントリークラブ

第 ６ 予 選 4月13日(火) 厚木国際カントリー倶楽部 ･西コース

第 ７ 予 選 4月14日(水) 富士屋ホテル仙石ゴルフコース

★ 第１準決勝 5月10日(月) 戸塚カントリー倶楽部 ･西コース

★ 第２準決勝 5月10日(月) 湘南カントリークラブ

★ 第３準決勝 5月24日(月) 本厚木カンツリークラブ

決　　　勝 6月8日(火)･9日(水) 相模原ゴルフクラブ ･東コース

ミッド男子（30歳以上）の部 申込期間 4月30日(金)～5月31日(月)

第 １ 予 選 7月 2日(金) 相模原ゴルフクラブ ･西コース

第 ２ 予 選 7月 6日(火) 磯子カンツリークラブ

第 ３ 予 選 7月 7日(水) レイクウッドゴルフクラブ ･西コース

決　　　勝 9月14(火)･15日(水) 戸塚カントリー倶楽部 ･西コース

シニア男子（55歳以上）の部 申込期間 7月1日(木)～8月13日(金)

第 １ 予 選 9月10日(金) 清川カントリークラブ

第 ２ 予 選 9月21日(火) 厚木国際カントリー倶楽部 ･西コース

第 ３ 予 選 9月27日(月) 本厚木カンツリークラブ

決　　　勝 10月22日(金) レイクウッドゴルフクラブ ･西コース

神奈川県アマチュアゴルフ選手権大会2021

ミッドシニア男子（65歳以上）の部 申込期間 4月30日(金)～5月31日(月)

6月23日(水) レイクウッドゴルフクラブ ･東コース

グランドシニア男子（70歳以上）の部 申込期間 2月1日(月)～2月26日(金)

4月27日(火) 芙蓉カントリー倶楽部

女子の部 申込期間 4月30日(金)～5月31日(月)

6月22日(火)･23日(水) レイクウッドゴルフクラブ ･東コース

ミッド女子・シニア女子の部 申込期間 7月1日(木)～8月13日(金)

ミッド（30歳以上）・シニア（50歳以上）・ミッドシニア（60歳以上）・グランドシニア（65歳以上）    

9月28日(火) 戸塚カントリー倶楽部 ･東コース

ジュニアの部(兼関東ジュニア予選)
男子（12～14歳・15～17歳）女子（12～14歳・15～17歳）       申込期間 2月1日(月)～3月19日(金)

5月 5日(水) レイクウッドゴルフクラブ ･西コース

指定練習日／4月20日(火)～23日(金)

ジュニア小学生の部(兼関東小学生ゴルフ大会予選)
新小学4年～6年生 申込期間 2月1日(月)～3月19日(金)

6月27日(日) 相模湖カントリークラブ

公式練習日／6月20日(日)

ダブルスの部 申込期間2020年12月中に終了

2月22日(月) 本厚木カンツリークラブ

プレミアム予選 申込期間2020年12月中に終了

第 １ 予 選 2月 5日(金) 戸塚カントリー倶楽部 ･西コース

第 ２ 予 選 2月12日(金) 戸塚カントリー倶楽部 ･西コース

神奈川県ゴルフ協会    



地区ブロック大会
第1ブロック(横浜市)　　年間4回の研修会・市民大会として開催

第2ブロック(川崎市)　　研修会として開催

第3ブロック(横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町)

開催日未定 葉山国際カンツリー倶楽部

第4ブロック(平塚市・藤沢市・茅ケ崎市・秦野市・寒川町・大磯町・二宮町)

8月 2日(月) レイクウッドゴルフクラブ ･東西コース

第5ブロック(小田原市・南足柄市・中井町・大井町・開成町・箱根町)

開催日未定 小田原湯本カントリークラブ

第6ブロック(相模原市)　研修競技会・選手権大会等として開催

第7ブロック(厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町)

8月25日(水) 小田急藤沢ゴルフクラブ

愛川町
町民大会 10月14日(木) 大相模カントリークラブ

厚木市
第43回市民大会 1月18日(月) 本厚木カンツリークラブ
研修会 1月24日(日) 大相模カントリークラブ
研修会 2月17日(水) 長竹カントリークラブ
研修会 3月17日(水) レイクウッドゴルフクラブ
第44回市民大会 6月 3日(木) 大相模カントリークラブ
研修会 6月16日(水) 東名厚木カントリー倶楽部
研修会 8月18日(水) 小田急藤沢ゴルフクラブ
第45回市民大会 9月 6日(月) 本厚木カンツリークラブ
研修会 10月13日(水) 芙蓉カントリー倶楽部
令和3年度市民選手権大会 11月 2日(火) 厚木国際カントリー倶楽部

綾瀬市
桜ゴルフ会コンペ 4月 1日(木) 小田急藤沢ゴルフクラブ
Jrレッスン会 7月24日(土) 小田急藤沢ゴルフクラブ
総合体育大会コンペ 11月 2日(火) 小田急藤沢ゴルフクラブ
選手権大会 11月25日(木) 小田急藤沢ゴルフクラブ

伊勢原市
第1回研修会 7月18日(日) 伊勢原カントリークラブ
第2回研修会 8月22日(日) 伊勢原カントリークラブ
市民大会 9月12日(日) 伊勢原カントリークラブ

海老名市
研修競技会 3月 3日(水) 本厚木カンツリークラブ
研修競技会 4月21日(水) レイクウッドゴルフクラブ・西
研修競技会 5月19日(水) 大相模カントリークラブ
研修競技会 6月16日(水) 清川カントリークラブ
研修競技会 7月21日(水) 小田急藤沢ゴルフクラブ

大磯町
春季大会 3月25日(木) レイクウッドゴルフクラブ・東
夏季大会 6月 2日(水) ファイブハンドレッドクラブ
秋季町民大会 10月18日(月) 平塚富士見カントリークラブ
スクラッチ競技会 11月11日(木) レイクウッドゴルフクラブ・西

開成町
第36回チャリティ大会 10月 5日(火) チェックメイトカントリークラブ

相模原市
市民大会 3月22日(月) 相模原ゴルフクラブ・東西
第11回Jrゴルファー育成レッスン会 8月20日(金) 大相模カントリークラブ
第30回アアマチュア大会 9月 2日(木) 大相模カントリークラブ
第29回選手権大会 10月26日(火) 相模原ゴルフクラブ・西
第81回研修会 4月 7日(水) メイプルポイントゴルフクラブ
第82回研修会 6月 3日(木) オリムピックカントリークラブ
第83回研修会 8月 5日(木) 本厚木カンツリークラブ
第84回研修会 10月13日(水) 津久井湖ゴルフ倶楽部

茅ヶ崎市
大岡越前祭チャリティ大会 4月14日(水) 湘南シーサイドカントリー倶楽部
市民大会 7月12日(月) 湘南カントリークラブ
会員大会 11月11日(木) レイクウッドゴルフクラブ・西

逗子市
第40回市民大会 5月中 葉山国際カンツリー倶楽部
会員親睦大会 8月中 葉山国際カンツリー倶楽部

箱根町
第50回町民大会 6月 2日(水) 富士屋ホテル仙石ゴルフコース

秦野市
研修会 2月 9日(火) 新沼津カントリークラブ
研修会 6月22日(火) 太平洋クラブ相模コース
市民大会 8月30日(月) 東京カントリー倶楽部

葉山町
協会練習会 5月18日(火) 葉山パブリックゴルフコース
町民大会 9月 1日(水) 葉山国際カンツリー倶楽部

平塚市
平塚・茅ケ崎・寒川合同研修会 3月17日(水) レイクウッドゴルフクラブ
チーム対抗大会 6月16日(水) レイクウッドゴルフクラブ・東
選手権大会 7月14日(水) レイクウッドゴルフクラブ・西
市民大会 9月 6日(月) 平塚富士見カントリークラブ
研修会 11月24日(水) 小田原湯本カントリークラブ

藤沢市
市民大会 8月30日(月) 芙蓉カントリー倶楽部
選手権大会 11月 9日(火) 芙蓉カントリー倶楽部

南足柄市
第67回会員大会 3月24日(水) 富士小山ゴルフクラブ
第68回会員大会・定期総会 5月26日(水) 富士平原ゴルフクラブ
第56回市民大会・総合体育大会 9月 8日(水) 富士国際ゴルフ倶楽部・富士
第56回市民大会・総合体育大会 9月 9日(木) 富士国際ゴルフ倶楽部・富士
第69回会員大会 11月 9日(火) 東富士カントリークラブ

大和市
第50回選手権大会 6月14日(月) 相模カンツリー倶楽部
第51回選手権大会 11月15日(月) 相模カンツリー倶楽部

横浜市
市長杯争奪区対抗 3月15日(月) 磯子カンツリークラブ
市民大会　予選 7月27日(火) 横浜カントリークラブ・東
市民大会　予選 8月 2日(月) 磯子カンツリークラブ
市民大会　予選 8月 3日(火) 戸塚カントリー倶楽部・東西
市民大会　決勝 8月23日(月) 程ヶ谷カントリー倶楽部（G男子）
市民大会　決勝 8月30日(月) 程ヶ谷カントリー倶楽部（G女子ハンデ）
第1回研修会 6月28日(月) 磯子カンツリークラブ
第2回研修会 8月25日(水) 戸塚カントリー倶楽部・西
第3回研修会 11月22日(月) 湘南カントリークラブ
第4回研修会 12月 7日(火) 横浜カントリークラブ・東
Jr教室 3月29日(月) 程ヶ谷カントリー倶楽部
Jr教室 12月28日(火) 横浜カントリークラブ・東

高等学校ゴルフ連盟
春季学校対抗 3月29日(月) レインボーカントリー倶楽部
関東選手権神奈川大会 5月24日(月) レインボーカントリー倶楽部

※期日までに届け出た競技を掲載｡
※日程･会場は変更することがあります｡

神奈川県研修競技会

第１回
男子 6月21日(月) 箱根カントリー倶楽部(定員120名)

女子 6月25日(金) 箱根カントリー倶楽部

第２回
女子 7月21日(水) 戸塚カントリー倶楽部 ･東コース

男子 7月28日(水) 戸塚カントリー倶楽部 ･西コース

第３回
女子 9月 7日(火) 厚木国際カントリー倶楽部 ･東コース

男子 9月17日(金) レイクウッドゴルフクラブ ･西コース

第４回
女子 11月 5日(金) レイクウッドゴルフクラブ ･東コース

男子 11月30日(火) 相模原ゴルフクラブ ･東コース

第５回 男女 12月20日(月) 相模カンツリー倶楽部

県知事杯争奪 all かながわスポーツゲームズ
神奈川県市町村対抗ゴルフ競技

11月 1日(月) 相模湖カントリークラブ 桜 ･百合コース

各市町協会 主な競技


