
日付 コース名
第101回 平成22年3月18日（木） 鹿沼72カントリークラブ

第102回 平成22年3月30日（火） 鹿沼カントリー倶楽部

第103回 平成22年4月15日（木） 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部

第104回 平成22年7月5日（月） 武蔵カントリークラブ　豊岡コース

第105回 平成22年7月22日（木） 富士カントリークラブ

第106回 平成22年7月29日（木） 上総モナークカントリークラブ

第107回 平成22年10月14日（木） 長南カントリークラブ

第108回 平成22年10月27日（水） 鶴舞カントリー倶楽部

（第109回） 平成23年3月24日（木）（延期） 川越カントリークラブ

第110回 平成23年4月3日（日） アスレチックゴルフ倶楽部

第111回 平成23年4月17日（日） 内原カントリー倶楽部

第109回 平成23年4月22日（金） 川越カントリークラブ

第112回 平成23年6月14日（火） 高坂カントリークラブ　米山コース

第113回 平成23年7月21日（木） 富士カントリークラブ

第114回 平成23年9月8日（木） 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部

第116回 平成23年9月24日（土） アスレチックゴルフ倶楽部

第115回 平成23年10月4日（火） 武蔵野ゴルフクラブ

第117回 平成23年10月13日（木） 鹿島の杜カントリー倶楽部

第118回 平成24年5月12日（土） 白河高原カントリークラブ

第119回 平成24年5月15日（火） 八王子カントリークラブ

第121回 平成24年5月24日（木） 川越カントリークラブ

第120回 平成24年6月7日（木） ジェイゴルフ霞ヶ浦

第122回 平成24年8月18日（土） 凾南ゴルフ倶楽部　富士コース

第123回 平成24年9月13日（木） 武蔵野ゴルフクラブ

第124回 平成24年10月12日（金） 富士カントリークラブ

第125回 平成24年11月8日（木） 高根カントリー倶楽部

第126回 平成24年12月11日（火） 千葉カントリークラブ　梅郷コース

第127回 平成25年5月14日（火） 龍ヶ崎カントリー倶楽部

第128回 平成25年6月10日（月） かさまフォレストゴルフクラブ

第129回 平成25年6月21日（金 ） 鹿島の杜カントリー倶楽部

第130回 平成25年6月26日（水） 高坂カントリークラブ　米山コース

第131回 平成25年11月8日（金） 富士エースゴルフ倶楽部

第132回 平成26年3月4日（火） 川越カントリークラブ

第133回 平成26年4月25日（金） サザンクロスカントリークラブ

第135回 平成26年9月9日（火） 上武カントリークラブ

第134回 平成26年9月19日（金） 鹿島の杜カントリー倶楽部

第136回 平成26年10月8日（水） 中山カントリークラブ

第137回 平成26年10月31日（金） 龍ヶ崎カントリー倶楽部
第138回 平成27年3月5日（木） 大宮ゴルフコース
第139回 平成27年3月31日（火） 高坂カントリークラブ　岩殿コース
第140回 平成27年7月29日（水） 千葉バーディクラブ
第142回 平成27年10月15日（木） 東千葉カントリークラブ　東コース
第141回 平成27年10月27日（火） レイクウッドゴルフクラブ　富岡コース
第143回 平成27年11月11日（水） 龍ヶ崎カントリー倶楽部
第144回 平成28年6月23日（木） 日本カントリークラブ
第145回 平成28年6月29日（水） 成田ヒルズカントリークラブ
第146回 平成28年7月6日（水） レイクウッド大多喜カントリークラブ
第147回 平成28年7月14日（木） 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部
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第148回 平成28年8月25日（木） カメリアヒルズカントリークラブ
第149回 平成28年8月27日（土） 鬼怒川カントリークラブ
第150回 平成28年10月21日（金） 千葉バーディクラブ
第151回 平成29年5月19日（金） 龍ヶ崎カントリー倶楽部
第152回 平成29年8月30日（水） ザ・インペリアルカントリークラブ
第154回 平成29年9月6日（水） 上野原カントリークラブ
第153回 平成29年9月27日（水） カメリアヒルズカントリークラブ
第155回 平成29年10月17日（火） フレンドシップカントリークラブ
第156回 平成29年12月26日（火） 中山カントリークラブ
第157回 平成30年3月28日（水） 取手国際ゴルフ倶楽部　（東コース）
第158回 平成30年4月24日（火） 東名カントリークラブ
第159回 平成30年7月3日（火） 大利根カントリークラブ（西コース）
第160回 平成30年8月29日（水） 千葉国際カントリークラブ
第161回 平成30年9月27日（木） 成田ヒルズカントリークラブ
第162回 平成30年10月16日（火） 龍ヶ崎カントリー倶楽部
第163回 平成31年3月5日（火） 浜野ゴルフクラブ
第164回 平成31年3月19日（火） 藤ヶ谷カントリークラブ
第165回 平成31年4月4日（木） サザンヤードカントリークラブ
第167回 令和元年6月25日（火） 千代田カントリークラブ
第166回 令和元年7月3日（水） 東京国際空港ゴルフ倶楽部
第168回 令和元年7月24日（水） 大利根カントリークラブ（東コース）
第169回 令和元年9月19日（木） 宍戸ヒルズカントリークラブ（西コース）
第170回 令和元年10月18日（金） 龍ヶ崎カントリー倶楽部
第171回 令和2年3月24日（火） 大相模カントリークラブ
第172回 令和2年9月8日（火） 青梅ゴルフ倶楽部
第173回 令和2年9月4日（金） 大利根カントリークラブ（西コース）
第174回 令和2年9月11日（金） 平川カントリークラブ
第175回 令和2年10月6日（火） 龍ヶ崎カントリー倶楽部
第176回 令和2年10月14日（水） 日光カンツリー倶楽部
第177回 令和2年10月28日（水） 常陽カントリー倶楽部
第178回 令和2年11月16日（月） カメリアヒルズカントリークラブ
第179回 令和2年11月20日（金） 相模原ゴルフクラブ（西コース） 
第180回 令和3年6月11日（金） 飯能ゴルフクラブ
第181回 令和3年6月17日（木） 宍戸ヒルズカントリークラブ（西コース）
（第182回） 令和3年7月2日（金）（延期） 青梅ゴルフ倶楽部
第182回 令和3年9月2日（木） 青梅ゴルフ倶楽部
第183回 令和3年10月1日（金） 日光カンツリー倶楽部
第184回 令和3年10月14日（木） 中山カントリークラブ
第185回 令和3年10月28日（木） 浜野ゴルフクラブ
第186回 令和3年11月2日（火） 相模原ゴルフクラブ（西コース）
第187回 令和3年11月10日（水） 龍ヶ崎カントリー倶楽部
第188回 令和4年3月24日（木） 常陽カントリー倶楽部
第189回 令和4年4月22日（金） 大利根カントリークラブ（西コース）
第190回 令和4年6月3日（金） 富士国際ゴルフ倶楽部（富士コース）
第191回 令和4年10月21日（金） 龍ヶ崎カントリー倶楽部
第192回 令和4年10月24日（月） 日光カンツリー倶楽部
第193回 令和4年11月1日（火） 飯能ゴルフクラブ
第194回 令和4年12月8日（木） 青梅ゴルフ倶楽部
第195回 令和5年5月12日（金） 浜野ゴルフクラブ
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