
令和3年1月22日現在

開催場所 競技方法 参　　加　　料

第47回 3月25日 (木) ＊ 久米CC 18HS 1. 定員は各日180名 5,000円 《予選通過》 150名とし、各日からは総参加人数の

岡山県アマチュアゴルフ選手権競技 3月26日 (金) 2. 第25回岡山県民ゴルフ大会決勝の成績で、 比例配分とする。

(中国アマ岡山地区予選) クラブ会員以外の本年中に当該年満55歳未満の上位10名

4月22日 (木) ＊ 吉備CC 〈第1R〉 1. 予選からの150名 5,000円 《表彰》 上位10名

4月23日 (金) 18HS 2. シード選手 (左記2該当者) 《中国アマ出場資格》

〈第2R〉 (1) 県アマ過去10大会歴代優勝者 　　　上位50名(クラブ会員以外を含む)

上位90位タイまで (2) 中国アマ前大会最終日出場者 　　　　5月26日(水)～29日(土)

18HS (3) 日本アマ前大会出場者

(4) 岡山県ジュニアゴルフ選手権前大会高校生男子の部上位3名

(※2021年4月1日現在満17歳までの者)

(5) 岡山県ジュニアゴルフ選手権前大会中学生男子の部上位2名

(6) 2021年度中国ゴルフ連盟強化指定選手

第44回 5月13日 (木) ＊ 岡山CC 18HS 1. 定員は各日180名 5,000円 《予選通過》 150名とし、各日からは総参加人数の

岡山県シニアゴルフ選手権競技 5月14日 (金) 2. 本年中に当該年満55歳以上の者 比例配分とする。

(中国シニア岡山地区予選) 3. 第25回岡山県民ゴルフ大会決勝の成績で、

クラブ会員以外の本年中に当該年満55歳以上の上位5名

6月29日 (火) ＊ たけべの森GC 〈第1R〉 1. 予選からの150名 5,000円 《表彰》 上位10名

6月30日 (水) 18HS 2. シード選手 (左記2該当者) 《中国シニア出場資格》

〈第2R〉 (1) 県シニア過去10大会歴代優勝者 　　　上位47名(クラブ会員以外を含む)

上位90位タイまで ※第34回・第35回については総合優勝者 　　　　9月1日(水)・2日(木)

18HS (2) 中国シニア前大会最終日10位以内の者

第44回 5月19日 (水) ＊ グレート岡山GC 18HS 1. 定員は160名 5,000円 《表彰》

2. 本年中に 　シルバークラス 上位7名

・ シルバークラス　　当該年満70歳以上～74歳以下 　ゴールドクラス　　 上位7名

・ ゴールドクラス　　 当該年満75歳以上　

第42回 5月26日 (水) 東児が丘MHGC 18HS 1. 定員は130名(シニアレディースを含む) 5,000円 《表彰》 上位5名

岡山県レディースゴルフ選手権競技 2. 本年中に当該年満50歳未満の者

3. 第26回岡山県クイーンズゴルフ大会スクラッチ競技の成績で、

クラブ会員以外の本年中に当該年満50歳未満の上位10名

第19回 1. 定員は130名(レディースを含む) 5,000円 《表彰》 上位8名

2. 本年中に当該年満50歳以上の者

3. 第26回岡山県クイーンズゴルフ大会スクラッチ競技の成績で、

クラブ会員以外の本年中に当該年満50歳以上の上位5名

第12回 7月6日 (火) ＊ 鷲羽GC 18HS 1. 定員は各日180名 5,000円 《予選通過》 150名とし、各日からは総参加人数の

7月7日 (水) 2. 本年中に当該年満25歳以上の者 比例配分とする。

(中国ミッドアマ岡山地区予選) 3. 第25回岡山県民ゴルフ大会決勝の成績で、

クラブ会員以外の本年中に当該年満25歳以上の上位5名
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2021年度　岡山県ゴルフクラブ連盟 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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　　　　　　鷹の巣ゴルフクラブ(広島県)
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2021年度　岡山県ゴルフクラブ連盟 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

第12回 8月3日 (火) ＊ 岡山御津CC 〈第1R〉 1. 予選からの150名 5,000円 《表彰》 上位10名

8月4日 (水) 18HS 2. シード選手 (左記2該当者) 《中国ミッドアマ出場資格》

(中国ミッドアマ岡山地区予選) 〈第2R〉 (1) 県ミッドアマ過去10大会歴代優勝者 　　　上位45名(クラブ会員以外を含む)

上位90位タイまで (2) 中国ミッドアマ前大会最終日10位以内の者 　　　　10月6日(水)・7日(木)

18HS (3) 日本ミッドアマ前大会出場者

第4回 7月16日 (金) ＊ 山陽GC 18HS 1. 定員は180名 5,000円 《表彰》 　上位10名

岡山県ミッドシニアゴルフ選手権競技 2. 本年中に当該年満65歳以上の者 《中国ミッドシニア出場資格》

(中国ミッドシニア岡山地区予選) 3. 第25回岡山県民ゴルフ大会決勝の成績で、 　　　上位47名(クラブ会員以外を含む)

クラブ会員以外の本年中に当該年満65歳以上の上位3名 　　　　9月15日(水)・16日(木)

第50回 8月26日 (木) ＊ 18HS 1. 1クラブ5名とする。 《団体表彰》 各ブロック　上位4クラブ

中国インタークラブゴルフ競技 ＊ 《個人表彰》 各ブロック　上位3名

岡山地区予選 《中国インター・決勝出場資格》

　　　各ブロック上位4クラブの合計8クラブ

　　　　 10月14日(木)

1.岡山県ゴルフクラブ連盟加盟クラブ会員で、所属クラブの推薦のある者。

2.上記選手権競技の出場資格を有する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。

3.上記選手権競技へ出場する者はいずれにおいてもJGA/USGAハンディキャップインデックスを所持していること。

4.県アマチュア選手権競技・県シニア選手権競技・県ミッドアマチュア選手権競技の予選については同一会場で2日に分けて開催する。

5.中国インタークラブ競技岡山地区予選のブロック分類については別表のとおりとする。

6.開催場所の＊印はセルフ競技

　 なお、クラブ会員以外の者の出場資格は記載の資格取得競技終了時点とする。  

　　　　　　山陽ゴルフ倶楽部(岡山県)

　　　　　　白竜湖カントリークラブ(広島県)

(Ａ)玉野GC

(Ｂ)倉敷CC

　　　　　　宇部72カントリークラブ 万年池東コース(山口県)

（注）
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