平成２４年度京都府高等学校ゴルフ連盟行事予定表 (案) ☆関西
月

日程

行 事 予 定

☆新人戦決勝 （指定練習）
19日（月）
☆新人戦決勝
ｼﾞｭﾆｱ合同練習会(少年男子)
26日（月）～29日（木） ★全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 （個人戦）
30日（金）
☆関西高等学校ゴルフ選手権 （実行委員会） (6/30～7/1)
☆ﾂﾙﾔ CUP 決勝(平成23年度決勝大会)
13日（金）
京都府高ゴ連顧問総会 親睦会(pm7:00)

2月28・29日3月1・7・8・9日

3
２4年

14日（土）

4

☆関西アマチュアゴルフ選手権競技
29日（日）祭
登録更新締切
29日（日）祭
ルールマナー講習会 (pm2:30～)
15日（火）・16日（水）
京都府国体選考会決勝(成年男子･女子)
24日（火）

12日（土）

5

20日（土）

第19回京都府高等学校秋季ゴルフ選手権大会（実行委員会）

15日（金）
19日（火）～23日（土）
27日（水）・28日（木）
30日（土）・7/1日（日）
3日（火）～7日（土）
16日（月）祝
17日（火）～20日（金）
24日（火）・25日（水）
26日（木）・27日（金）
9日（木）
5日（日）～8日（水）

8

9日（木）～11日（土）
14日（火）～17日（金）
31日（金）

9
10
11

12
1
2
3

関西高等学校ゴルフ選手権 京滋予選及び 国体一次選考会(男子)

4日（木）～6日（土）

23日（水）～25日（金）
29日（火）～6/1日（金）

7

第19回京都府高等学校春季ゴルフ選手権大会 兼 総体 兼

前期登録締切 （1年生追加登録）
京都府国体選考会決勝(高校男子)
☆第59回関西女子アマチュアゴルフ選手権競技
☆第80回関西アマチュアゴルフ選手権競技
☆関西高等学校ゴルフ部顧問ルール講習会
☆関西高等学校・中学校ゴルフ対抗戦 指定練習
☆関西高等学校ゴルフ対抗戦(団体全国予選)
☆日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
☆国体近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会(高校男子)（和歌山県）
☆関西高等学校ｺﾞﾙﾌ選手権大会 全国大会予選(ｲﾝﾀｰﾊｲ)
☆日本アマチュアゴルフ選手権競技
夏季ゴルフ指導者講習会
☆関西ｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌ選手権競技 予選大会
☆第38回関西ジュニア指定練習
☆第38回関西ｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌ選手権決勝競技
(KGU)
第11回京都府小学生夏季大会
★全国中学・高等学校ゴルフ選手権大会 団体戦
★全国中学・高等学校ゴルフ選手権大会 個人戦
★第18回日本ジュニアゴルフ選手権競技
国体選手選抜強化合宿 （現地合宿）
近畿府県対抗ｺﾞﾙﾌ大会
国体選手選抜強化練習会
★第67回国民体育大会 岐阜国体
(日本体育協会)

25日（金）
19日（土）・20日（日）

6

第19回京都府中高春季ｺﾞﾙﾌ選手権 京滋予選（実行委員会）

第16回京都府ゴルフ選手権
秋季ゴルフ選手権大会申込み締切
第19回京都府高等学校秋季ゴルフ選手権大会指定練習
22日（木）
第19回京都府高等学校秋季ゴルフ選手権大会
☆関西高等学校ゴルフ選手権(新人戦) （実行委員会）
15日（土）
冬季指導者講習会
17日（月）～20日（木） ☆関西高等学校ゴルフ選手権春季大会 ★全国春季予選
26日（水）
第12回京都府小学生冬季大会
18日（金）
京都府高ゴ連顧問総会及び理事会 新年会(pm7:00)
ｼﾞｭﾆｱ合同練習会(少年男子)
ｼﾞｭﾆｱ合同練習会(少年男子)
☆平成24年度関西高等学校ゴルフ選手権大会(新人戦)
★平成24年度 (第33回)全国高等学校ゴルフ選手権春季大会

★全国

主管及び場所
奈良万葉ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部
奈良万葉ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部
瀬田ゴルフコース
ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部
ｽﾎﾟﾆﾁｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部
各予選会場（KGU）
事務局(京都学園)山崎
京都府高G連(宇治CC)
宇治田原ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部
事務局(京都学園)山崎
ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部
ｾﾝﾁｭﾘｰ三木ｺﾞﾙﾌ倶楽部（KGU）
宝塚ｺﾞﾙﾌ倶楽部（KGU）
大阪学院高等学校
北六甲CC

西ｺｰｽ

北六甲CC

西ｺｰｽ

愛知ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部（JGU）
サンリゾートｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部
奈良国際ｺﾞﾙﾌ倶楽部（JGU）
京都府ｺﾞﾙﾌ協会(東城陽)
くずはｺﾞﾙﾌｺｰｽ
宝塚ｺﾞﾙﾌ倶楽部
宝塚ｺﾞﾙﾌ倶楽部（旧・新ｺｰｽ）
瑞穂ｺﾞﾙﾌ倶楽部（協会）
白山ヴィレッジｺﾞﾙﾌｺｰｽ
三重白山ｺﾞﾙﾌｺｰｽ
霞ヶ関ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
女子：愛岐cc中東・少年：岐阜関cc西

城陽ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部（協会）
女子：愛岐cc中東・少年：岐阜関cc西

宇治田原ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部

23日（火）

亀岡ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部（協会）

11日（金）

事務局(京都学園)山崎
宇治田原ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
宇治田原ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
兵庫地区
瑞穂ｺﾞﾙﾌ倶楽部（協会）
花屋敷ｺﾞﾙﾌ倶楽部ひろのｺｰｽ
東城陽ｺﾞﾙﾌ倶楽部（協会）

兵庫地区
瀬田ゴルフコース

平成２４年度京都府高等学校ゴルフ連盟行事予定表 (案)
月

日程

ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部

13日（金）

京都府高ゴ連顧問総会 親睦会(pm7:00)

未定

14日（土）

第19回京都府中高春季ｺﾞﾙﾌ選手権大会 実行委員会

ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部

29日（金）（祭）

登録更新締切

事務局(京都学園)山崎

29日（日）（祭）

ルールマナー講習会

15日（火）・16日（水）

12日（土）

5

25日（金）

6/25日（土）・26日（日）

27日（水）・28日（木）

7

16日（月）祝
9日（木）

8
31日（金）

9
4日（木）～6日（土）

10

1

京都府高G連・協会 (宇治CC)

国体選考会決勝(成年男子･女子)

宇治田原ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部（協会）

第19回京都府中学・高等学校春季ゴルフ選手権大会
兼総体
兼関西高等学校ゴルフ選手権 京滋予選
ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部
前期登録締切（1年生追加登録）

事務局(京都学園)山崎

国体選考会決勝(高校男子)

ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部

国体選抜強化練習会 予定

未定

国体選抜強化練習会 予定

未定

関西高等学校ゴルフ選手権決勝大会
全国大会予選(ｲﾝﾀｰﾊｲ)

ｸﾞﾗﾝﾍﾞｰﾙ京都ｺﾞﾙﾌ倶楽部

国体近畿ブロック予選(高校男子)

サンリゾートカントリークラブ

国体選抜強化練習会 予定

未定

夏季指導者講習会

東城陽ｺﾞﾙﾌ倶楽部（協会）
（京都府ｺﾞﾙﾌ協会）

第11回京都府小学生夏季大会

瑞穂ｺﾞﾙﾌ倶楽部（協会）

国体選手選抜強化合宿 （現地合宿）（岐阜県）

女子：愛岐cc 男子：岐阜関cc

近畿府県対抗ｺﾞﾙﾌ大会

城陽カントリー倶楽部（協会）

国体選抜強化練習会

未定

第67回国民体育大会（岐阜国体）

（日本体育協会） 女子：愛岐cc 男子：岐阜関cc

20日（土）

第19回京都府中高秋季ｺﾞﾙﾌ選手権大会 実行委員会

宇治田原カントリー倶楽部

23日（火）

第16回京都府ゴルフ選手権

亀岡カントリー倶楽部（協会）

11日（金）

第19回京都府中高秋季ｺﾞﾙﾌ選手権大会申込み締切

事務局(京都学園)山崎

11

12

(pm2:30～)

及び 国体一次選考会(男子)

19日（土）・20日（日）

6

主管及び場所

関西大会(6/30・7/1) 実行委員会

3/30日（金）

4

行 事 予 定

第19回京都府中高秋季ゴルフ選手権大会指定練習
宇治田原カントリー倶楽部

22日（金）

第19回京都府中高秋季ゴルフ選手権大会

15日（土）

冬季指導者講習会

瑞穂ｺﾞﾙﾌ倶楽部（協会）

26日（水）

第12回京都府小学生冬季大会

東城陽ｺﾞﾙﾌ倶楽部（協会）

18日（金）

京都府高ゴ連顧問総会及び理事会 新年会(pm7:00)

未定

ｼﾞｭﾆｱ合同練習会(少年男子)

未定

2

ｼﾞｭﾆｱ合同練習会(少年男子)

未定

3

ｼﾞｭﾆｱ合同練習会(少年男子)

未定

