
令和3年1月22日現在

開催場所 競技方法 参　　加　　料

RSK杯2021 3月6日 (土) 鬼ノ城GC 〈第1R〉 1. プロフェッショナル　定員80名 　10,000円

岡山県オープンゴルフ選手権競技 3月7日 (日) 18HS 2. アマチュア　定員80名  　5,000円

〈第2R〉 (1) シード選手 （左記2.(2)該当者）

アマ、プロ ① RSK杯2020岡山県オープンゴルフ選手権競技

各上位 　　アマチュアの部最終日　成績上位10名

40位タイ ② 2020年度(第50回)良和ハウス中四国オープンゴルフ選手権競技　

18HS 　　アマチュアの部最終日　成績上位3名

③ 2020年度中国ゴルフ連盟強化指定選手

　　岡山県内在学者男子　４名　

④ 岡山県ゴルフ協会推薦のジュニア　4名

(2) RSK杯2021岡山県オープンゴルフ選手権アマチュア予選競技

予選通過者

第76回 4月14日 (水) 東児が丘MHGC 36HS 1. 第25回岡山県民ゴルフ大会決勝および第26回岡山県クイーンズ 《表彰・国体選手》

国民体育大会ゴルフ競技 4月15日 (木) ゴルフ大会スクラッチ競技の成績各上位20名のうち｢国民体育大会 ① 国民体育大会候補選手選考に関する特例1該当者

岡山県予選会 ゴルフ競技｣の参加資格を有する者 ② 上記①該当者を含む各上位3名(女子の場合は少年

2. 国民体育大会候補選手選考に関する特例２該当者     1名以上含む)を国体選手とする。

3. 2021年度中国ゴルフ連盟強化指定選手 《第76回国民体育大会ゴルフ競技(三重大会)》

※ いずれにおいてもJGA/USGAハンディキャップインデックス 　　　　9月26日(日)～28日(火)

を所持(国民体育大会終了時まで)していること 成年男子： 四日市カンツリー倶楽部

女 　　 子： 桑名カントリー倶楽部

1. 選考対象競技による10名程度 《表彰・国体選手》

2. 国民体育大会候補選手選考に関する特例２該当者 ① 国民体育大会候補選手選考に関する特例1該当者

3. 2021年度中国ゴルフ連盟強化指定選手 ② 上記①該当者を含む上位3名が中国ブロック大会および

※ いずれにおいてもJGA/USGAハンディキャップインデックス     国体選手とする。

を所持(国民体育大会終了時まで)していること 《第76回国民体育大会中国ブロック大会ゴルフ競技》

　　　　6月22日(火)～24日(木)

《第76回国民体育大会ゴルフ競技(三重大会)》

　　　　9月26日(日)～28日(火)

少年男子： 鈴峰ゴルフ倶楽部

1. 2020年度岡山県民シニアゴルフ大会決勝男子の部、女子の部の 《表彰・代表選手》 男子の部、女子の部各上位3名

岡山県予選会 成績各上位20名のうち｢日本スポーツマスターズゴルフ競技」の 《日本スポーツマスターズ2021ゴルフ競技(岡山大会)》

参加資格を有する者 　　　　9月8日(水)～10日(金)

※ いずれにおいてもJGA/USGAハンディキャップインデックス 　　　男　　　子： 吉備カントリークラブ

を所持(マスターズ終了時まで)していること 女 　　 子： 後楽ゴルフ倶楽部

《アマチュア表彰》 上位　3名

成

年
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子

・
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子

少

年

男

子 　　　　　　後楽ゴルフ倶楽部(岡山県)

日本スポーツマスターズ2021ゴルフ競技

男

子

・

女

子

《アマチュア入賞》 上位10名

2021年度　岡山県ゴルフ協会 主催競技実施要領

競　　　　　技　　　　　名 開催月日 参　加　資　格　・　定　員 予　選　通　過　・　表　彰　　他
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競　　　　　技　　　　　名 開催月日 参　加　資　格　・　定　員 予　選　通　過　・　表　彰　　他

第22回 8月12日 (木) 長船CC 18HS 1. 岡山県ゴルフ協会ジュニア会員 1,000円 《表彰》 高校生、中学生、小学生高学年、小学生低学年の

岡山県ジュニアゴルフ選手権競技 ※ 平成30年(2018年)以降新規会員は県内在住者に限る。 参加人数により男女別に決定

第26回 9月8日 (水) ＊ 井原GC 18HS 1. 3,000円 《予選通過》 準決勝3会場には各130名程度とし、各予選

岡山県民ゴルフ大会 ＊ 岡山霞橋GC 他の各会場は150名 会場より総参加人数の比例配分とする。

第77回国民体育大会ゴルフ競技 ＊ ザ・オークレットGC 2. 2004年(平成16年)4月１日以前に生まれた下記に該当の

成年男子 9月9日 (木) ＊ 笠岡CC 男子アマチュアゴルファー 　　★井原GC・笠岡CC・JFE瀬戸内海GCからの予選通過

岡山県予選会出場選手選考会 ＊ 岡山GC (1) 岡山県内に在住、在勤または在学の者 　　　　　➔（準決勝）備中高原北房CC

＊ 湯郷石橋GC (2) 岡山県ゴルフクラブ連盟加盟クラブ会員の者 　　★岡山霞橋GC・岡山GC・赤坂CCからの予選通過

9月10日 (金) JFE瀬戸内海GC 3. 国民体育大会「ふるさと選手登録」の出来る者 　　　　　➔（準決勝）真庭CC

＊ 赤坂CC 　　★ザ・オークレットGC・湯郷石橋GC・長船CCからの予選通過

＊ 長船CC 　　　　　➔（準決勝）赤坂LSCC

10月20日 (水) ＊ 備中高原北房CC 18HS 1. 各予選会場の準決勝進出者(各会場130名程度) 3,000円 《決勝進出》 各会場から上位40位タイ

＊ 真庭CC 2. 岡山県ゴルフ協会加盟の各市ゴルフ協会・職域団体または岡山県 (左記2.3該当者)

10月22日 (金) ＊ 赤坂LSCC ゴルフクラブ連盟から推薦された者

3. 日本スポーツマスターズ2021ゴルフ競技代表選手※本年度に限る

11月26日 (金) ＊ 作州武蔵CC 18HS 1. 各準決勝会場からの決勝進出者 3,000円 《表彰》 上位10名

2. 第76回国民体育大会ゴルフ競技・成年男子選手 (左記2.3該当者) 《第77回国民体育大会県予選会出場資格》

3. 第76回国民体育大会中国ブロック大会ゴルフ競技・少年男子選手 　上位20名のうち「国民体育大会ゴルフ競技・成年男子」

　の参加資格を有する者

　　　　※開催月日・開催クラブについては未定

第19回 9月17日 (金) 後楽GC 18HS 1. 定員は男子の部と女子の部を合わせ140名 3,000円 《アンダーハンディ競技表彰》 男子の部　上位5名

2. 岡山県ゴルフクラブ連盟加盟クラブ会員 　　　　 　　　　　　　　　　　   女子の部　上位3名

(岡山県予選) 3. 岡山県ゴルフ協会・中国ゴルフ連盟競技登録者 《ベストグロス賞》　　　　　　　 男子の部、女子の部　各1名

※ いずれにおいてもJGA/USGAハンディキャップインデックス 《中国アンダーハンディキャップ出場資格》

を所持していること 　　　 27名(男子の部と女子の部合わせ)

　　　　11月1日(月)

第27回 9月22日 (水) ＊ 瀬戸大橋CC 18HS 1. 定員は150名 3,000円 《スクラッチ競技表彰》 上位10名

岡山県クイーンズゴルフ大会 2. 2008年(平成20年)4月1日以前に生まれた下記に該当の 《ネット競技表彰》　　 スクラッチ競技での表彰者除く上位5名

第77回国民体育大会ゴルフ競技 女子アマチュアゴルファー (ダブルペリア方式でHDCP30まで)

女子 (1) 岡山県内に在住、在勤または在学の者 《第77回国民体育大会県予選会出場資格》

岡山県予選会出場選手選考会 (2) 岡山県ゴルフクラブ連盟加盟クラブ会員の者 　スクラッチ競技における上位20名のうち「国民体育大会

3. 国民体育大会「ふるさと選手登録」の出来る者 　ゴルフ競技・女子」の参加資格を有する者

　　　　※開催月日・開催クラブについては未定

　　　　　　広島カンツリー俱楽部 八本松コース(広島県)

(兼)

中国アンダーハンディキャップゴルフ競技

予

　

選

　

会

定員は、岡山GC175名、赤坂CC175名、岡山霞橋GC100名とし

(兼)

準

決

勝

決

　

　

勝
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岡山県民シニアゴルフ大会(男女) 10月8日 (金) ＊ 新岡山GC 18HS 1. 定員は各会場とも160名 3,000円 《決勝進出》

日本スポーツマスターズ ＊ パインツリーGC ※但し、 岡山北GCについては女子の部を含む 　〈男子の部〉　100名とし各予選会場より総参加人数の

2022ゴルフ競技 ＊ 岡山北GC 2. 岡山県内に在住、在勤のアマチュアゴルファーで、 　　　　　　　　　比例配分とする。

岡山県予選会出場選手選考会 　男子の部は、1967年(昭和42年)12月31日以前に生まれた者 　〈女子の部〉 　20名

　女子の部は、1972年(昭和47年)12月31日以前に生まれた者

3. 岡山県ゴルフクラブ連盟加盟クラブ会員

11月12日 (金) ＊ 岡山国際GC 18HS 1. 各予選会場の決勝進出者(120名) 3,000円 《表彰》 男子の部　上位10名

2. 岡山県ゴルフ協会加盟の各市ゴルフ協会・職域団体または岡山県 (左記2.3該当者) 　　　　  女子の部　上位3名

ゴルフクラブ連盟から推薦された者

3. 日本スポーツマスターズ2021ゴルフ競技代表選手 　男子の部・女子の部各上位20名のうち「日本スポーツ

　マスターズゴルフ競技」の参加資格を有する者

　　　　※開催月日・開催クラブについては未定

第9回 11月5日 (金) 東児が丘MHGC 18HS 1. 1チーム5名 　3,000円/人 《団体戦表彰》 上位3チーム

ダブルペリア 2. 岡山県ゴルフ協会加盟団体の各市町村に在住、在勤、在学で 《個人戦表彰》 上位5名

方式による 各加盟団体より推薦された者

アンダー 3. 岡山県ゴルフ協会未加盟で一定の要件を満たしている市町村

ハンディ競技

RSK杯2022 11月19日 (金) ＊ 岡山金陵CC 18HS 1. 定員は150名 5,000円 《予選通過》 決勝へはシード選手を含め80名とする。

岡山県オープンゴルフ選手権 2. 岡山県ゴルフクラブ連盟加盟クラブ男子会員

アマチュア予選競技 3. 岡山県内に在住または在学の下記に該当の男子アマチュア

ゴルファー

(1) 岡山県ゴルフ協会・中国ゴルフ連盟競技登録者

(2) 中国ゴルフ連盟加盟クラブ会員

第7回 12月25日 (土) 後楽GC 18HS 1. 岡山県ゴルフ協会ジュニア会員(中学生男女40名程度) 《表彰》 参加人数により決定

岡山県中学校ゴルフ大会

1.中国アンダーハンディキャップゴルフ競技(岡山県予選)または岡山県オープンゴルフ選手権アマチュア予選競技へ出場する岡山県ゴルフクラブ連盟加盟クラブのクラブ会員以外の者は (一財)中国ゴルフ連盟・岡山県ゴルフ協会へ競技者登録のこと。

　　※競技者登録(対象期間:1月1日～12月31日)の際には 新規登録料 1,000円 と (一財)中国ゴルフ連盟・岡山県ゴルフ協会競技者登録料 4,000円(ジュニアは 2,500円) の　合計 5,000円(ジュニアは 3,500円) が必要となります。

　但し、岡山県オープンゴルフ選手権アマチュア予選競技『参加資格・定員3(2)』の者については競技者登録の必要は無しとする。

2.開催場所の＊印はセルフ競技

（注）

決

　

　

勝

《日本スポーツマスターズ2022県予選会出場資格》

岡山県市町村ゴルフ大会

予

　

選

　

会

(兼)

※女子の部の会場は

　　　岡山北GCのみ
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