
＊は協会時代 関東ゴルフ会員権取引業協同組合

日付 コース名
＊第1回 昭和46年8月27日（金） 横浜カントリークラブ　
＊第2回 昭和46年11月13日（土） 相武カントリー倶楽部
＊第3回 昭和47年1月13日（木） 武蔵カントリークラブ
＊第4回 昭和47年3月15日（水） 袖ヶ浦カンツリークラブ
＊第5回 昭和47年5月13日（土） 湘南シーサイドカントリー倶楽部
第1回 昭和49年6月17日（月） 千葉カントリークラブ
第2回 取り止め 取り止め
第3回 昭和49年10月22日（火） 日高カントリー倶楽部
第4回 昭和49年12月22日（日） 千葉アサヒカントリー倶楽部
第5回 昭和50年8月28日（木） 烏山ゴルフ倶楽部
第6回 昭和51年4月22日（木） 宇都宮国際カントリークラブ
第7回 昭和51年9月9日（木） 新宇都宮カントリークラブ
第8回 昭和51年10月11日（月） 高崎サンコーカントリークラブ
第9回 昭和52年5月13日（金） 矢板カントリークラブ
第10回 昭和52年8月23日（火） 新水戸カントリークラブ
第11回 昭和52年10月14日（金） 東名富士カントリークラブ
第12回 昭和52年12月9日（金） 東名カントリークラブ
第13回 昭和53年6月9日（金） 矢板カントリークラブ
第14回 昭和53年8月22日（火） 湘南シーサイドカントリー倶楽部
第15回 昭和53年10月9日（月） 万木城カントリークラブ
第16回 昭和54年5月26日（土） 御茶ノ水カントリー倶楽部
第17回 昭和54年8月28日（火） 鹿沼カントリー倶楽部
第18回 昭和54年11月7日（水） 新宇都宮カントリークラブ
第19回 昭和55年7月4日（金） 五日市カンツリー倶楽部
第20回 昭和55年8月7日（木） 市原京急カントリークラブ
第21回 昭和55年9月19日（金） 新宇都宮カントリークラブ
第22回 昭和55年11月28日（金） 房総カントリークラブ
第23回 昭和55年12月14日（日） 古賀志カントリークラブ
第24回 昭和56年5月10日（日） 古賀志カントリークラブ
第25回 昭和56年6月5日（金） 太陽カントリークラブ
第26回 昭和56年7月10日（金） 新宇都宮カントリークラブ
第27回 昭和56年8月20日（木） 太田双葉カントリークラブ
第28回 昭和56年9月11日（金） 真岡カントリークラブ
第29回 昭和56年10月14日（水） 富士カントリー笠間倶楽部
第30回 昭和56年12月25日（金） 横浜カントリークラブ　西コース
第31回 昭和57年1月22日（金） 土浦カントリー倶楽部
第32回 昭和57年3月24日（水） 万木城カントリークラブ
第33回 昭和57年4月22日（木） 市原京急カントリークラブ
第34回 昭和57年5月20日（木） 鹿野山カントリークラブ
第35回 昭和57年6月9日（水） セブンハンドレッドクラブ
第36回 昭和57年7月9日（金） 新宇都宮カントリークラブ
第37回 昭和57年7月28日（水） 秩父カントリー倶楽部
第38回 昭和57年9月3日（金） 五日市カンツリー倶楽部
第39回 昭和57年10月5日（火） 姉ヶ崎カントリー倶楽部
第40回 昭和57年10月25日（月） 四街道ゴルフ倶楽部
第41回 昭和57年11月24日（水） 富士カントリー笠間倶楽部
第42回 昭和57年12月20日（月） 太田双葉カントリークラブ
第43回 昭和58年1月22日（土） 昇仙峡カントリークラブ
第44回 昭和58年2月24日（木） 千葉廣済堂カントリー倶楽部
第45回 昭和58年4月12日（火） 鹿沼国際カントリークラブ
第46回 昭和58年5月5日（木） 昇仙峡カントリークラブ
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＊は協会時代 関東ゴルフ会員権取引業協同組合

日付 コース名
第47回 昭和58年5月26日（木） 扶桑カントリー倶楽部
第48回 昭和58年6月2日（木） 伊豆にらやまカントリークラブ
第49回 昭和58年7月28日（木） 新宇都宮カントリークラブ
第50回 昭和58年8月26日（金） 千葉廣済堂カントリー倶楽部
第51回 昭和58年9月22日（木） 太田双葉カントリークラブ
第52回 昭和58年10月20日（木） 広陵カントリークラブ
第53回 昭和58年11月8日（火） 姉ヶ崎カントリー倶楽部
第54回 昭和58年11月25日（金） 昇仙峡カントリークラブ
第55回 昭和58年12月20日（火） 加茂ゴルフ倶楽部
第56回 昭和59年2月17日（金） 扶桑カントリー倶楽部
第57回 昭和59年5月11日（金） 鹿沼72カントリークラブ
第58回 昭和59年6月27日（水） 横浜カントリークラブ　西コース
第59回 昭和59年8月23日（木） 大日向カントリークラブ
第60回 昭和59年10月26日（金） 東名厚木カントリー倶楽部
第61回 昭和59年11月4日（日） 美野原カントリークラブ
第62回 昭和59年11月20日（火） 太田双葉カントリークラブ
第63回 昭和60年3月8日（金） 千代田カントリークラブ
第64回 昭和60年6月11日（火） 新茨城カントリークラブ
第65回 昭和60年6月26日（水） 上総富士ゴルフクラブ
第66回 昭和60年7月26日（金） 万木城カントリークラブ
第67回 昭和60年8月23日（金） 鹿野山カントリークラブ
第68回 昭和60年9月20日（金） 那須小川ゴルフクラブ
第69回 昭和60年10月4日（金） 新宇都宮カントリークラブ
第70回 昭和60年10月24日（木） 太田双葉カントリークラブ
第71回 昭和60年11月18日（月） 昇仙峡カントリークラブ
第72回 昭和60年12月13日（金） エンゼルカントリークラブ
第73回 昭和60年12月20日（金） カントリークラブ・ザ・レイクス
第74回 昭和61年1月29日（水） ニッソーカントリークラブ
第75回 昭和61年4月24日（木） カントリークラブ・ザ・レイクス
第76回 昭和61年5月20日（火） ミナミ菊川カントリークラブ
第77回 昭和61年7月29日（火） 東宇都宮カントリークラブ
第78回 昭和61年8月29日（金） 河口湖カントリークラブ
第79回 昭和61年10月3日（金） クリーン・エイト・カントリークラブ
第80回 昭和61年10月28日（火） 東京五日市カントリー倶楽部
第81回 昭和61年11月18日（火） 太田双葉カントリークラブ
第82回 昭和62年2月10日（火） 東京湾カントリー倶楽部
第83回 昭和62年5月13日（水） 立野クラシック・ゴルフ倶楽部
第84回 昭和62年6月30日（水） 国際空港ゴルフ倶楽部
第85回 昭和62年9月9日（水） ミナミ菊川カントリークラブ
第86回 昭和62年10月6日（火） 鴻巣カントリークラブ
第87回 昭和62年10月27日（火） 那須小川ゴルフクラブ
第88回 昭和62年11月20日（金） 太田双葉カントリークラブ
第89回 昭和63年3月31日（木） 東名厚木カントリー倶楽部
第90回 昭和63年5月30日（月） 小名浜カントリー倶楽部
第91回 昭和63年6月24日（金） 玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース
第92回 昭和63年11月11日（金） 太田双葉カントリークラブ
第93回 平成元年4月18日（火） 太陽カントリークラブ
第94回 平成元年5月19日（金） ユニオンエースゴルフ倶楽部
第95回 平成元年6月29日（木） 水戸グリーンカントリークラブ
第96回 平成元年7月18日（火） 東宇都宮カントリークラブ
第97回 平成元年8月30日（水） 太田双葉カントリークラブ
第98回 平成元年9月8日（金） 富士カントリー出島倶楽部
第99回 平成元年9月27日（水） ロイヤルカントリークラブ
第100回 平成元年10月25日（水） 国際空港ゴルフ倶楽部
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