
２０２０年（令和２年）競技日程表 １／２ 

 

競技日程表略記号説明  お申込み要領  

（正） 

（平） 

（週） 

（V） 

正会員 

平日会員 

週日会員 

ビジター 

Ｓ 

Ｍ 

ＨＤ 

S／Ａ 

B／C 

ストローク・プレー 

マッチプレー 

ハンディキャップ 

S クラス／A クラス 

B クラス／C クラス 

 

 

 

 

 

●競技参加には所定の競技参加料が必要です。 

●お申込みは、フロントまたは予約電話でお願いいたします。 

なお参加申込みは 4 大競技についてはクラブハウス内に設置した申し込み帳に 

競技者本人が署名することにより、エントリー申し込み完了とする。 

●倶楽部競技の受付は次の通りです。 

① ４大競技（シニア選手権・スクラッチ選手権・理事長杯・クラブ選手権）：２か月前の同日より 

② 月例杯その他競技 ： 1 か月前の同日より 

※競技規則及び附則等について 

詳しくはメンバー様へ毎年送付致します競技日程カードをご参照くださいませ。 

 

 

 

 

 

ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 

〒290-0236 千葉県市原市寺谷 666 

TEL:0436-95-3111 FAX:0436-95-2558 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

1（水） 元日 休場 

 

2（日）  1（日）  5（日）  3（日） 憲法記念日 4（木） 平日杯 

正・平・週 18Ｈ・Ｓ 

2（木） 休日扱い 

新年安全祈願祭 

新年杯 正 18H・S 

年齢別 

（A 東/B 西/C 南） 

9（日） 建国記念杯 

正 18H・S 

年齢別 

（A 西/B 南/C 東） 

8（日） スクラッチ選手権 

予選 

正 27Ｈ・Ｓ  

上位 16 名選抜 

予選通過者は 

決勝日に表彰 

12（日）  4（月） みどりの日 7（日）  

5（火） こどもの日 

6（水） 振替休日 

3（金） 休日扱い 

 

11（火） 建国記念日 

 

15（日） スクラッチ選手権 

決勝 第 1 日目  

正 18Ｈ・Ｓ 

2 日間通算成績の 

上位 8 名選抜 

19（日）  10（日） グランドシニア＆レディス杯 

正 18Ｈ・Ｓ 

グランドシニア： 

70 歳以上の有資格者 

（年内に誕生日を迎える者） 

14（日） シニア選手権 予選 

正 18Ｈ・Ｓ 

60 歳以上の有資格者 

上位 16 名選抜 

（年内に誕生日を迎える者） 

予選通過者は 

決勝日に表彰 

5（日）  16（日）  20（金） 春分の日 

春分杯 正 18H・S 

年齢別 

（A 南/B 東/C 西） 
8（水） 新年杯 

正・平・週 18H・S 

23（日） 月例杯 

正 18H・S 

（S 西/A 南/B 東） 

21（日） シニア選手権 

決勝 第 1 日目 

正 18Ｈ・Ｓ 

2 日間通算成績の 

上位 8 名選抜 

12（日）  22（日） スクラッチ選手権 

決勝 第 2 日目 

正 18Ｈ・Ｓ 

通算 63H の成績 

26（日） 月例杯 正 18H・S 

（S 東/A 西/B 南） 

17（日） 

 

 

 

13（月） 成人の日 

19（日）  24（月） 振替休日 月例杯 正 18H・S 

（S 南/A 東/B 西） 

29（水） 昭和の日 24（日） 月例杯 正 18H・S  

（S 西/A 南/B 東） 

28（日） シニア選手権 

決勝 第 2 日目 

正 18Ｈ・Ｓ 

通算 54H の成績 

26（日） 月例杯 

正 18H・S  

（S 東/A 西/B 南） 

29（日）  31（日）  月例杯 

正 18Ｈ・Ｓ  

（S 南/A 東/B 西） 



２０２０年（令和２年）競技日程表 ２／２ 
７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 

5（日） 理事長杯 予選 

正 18H・S 

HD21 迄 

22 以上は 21 にて参加可能 

上位 16 名選抜 

予選通過者は 

決勝日に表彰 

2（日）  6（日）  4（日） クラブ選手権 予選 

正 27H・S  

HD15 

迄が有資格者 

上位 16 名選抜 

予選通過者は 

決勝日に表彰 

1（日）  6（日）  

9（日）  13（日）  3（火） 文化の日 

文化杯 

正 18H・S  

年齢別 

（A 南/B 東/C 西） 

10（木） 忘年杯 

正・平・週 18H・S 

12（日） 理事長杯 1 回戦 

18H・M 

 

10（月） 山の日 20（日） 敬老杯 正 18H・S 

60 歳以上の有資格者 

（年内に誕生日を迎える者） 

8（木） 開場記念杯 

正・平・週 18H・S 

8（日）  13（日） 月例杯 

正 18Ｈ・Ｓ  

（S 南/A 東/B 西） 

19（日） 理事長杯 2 回戦 

18H・M 

 

16（日）  21（月） 敬老の日 

 

11（日） クラブ選手権 本戦 

第 1・2 回戦 

各 18H・M 

15（日）  20（日） ラストコール杯 

正 18Ｈ・Ｓ  

年齢別 

（A 東/B 西/C 南） 
23（木） 海の日 23（日） 月例杯 

正 18Ｈ・Ｓ 

（S 西/A 南/B 東） 

22（火） 秋分の日 

秋分杯 

正 18H・S  

年齢別 

（A 東/B 西/C 南） 

開場記念杯 

年齢別 

正 18H・S 

（A 西/B 南/C 東） 

22（日） 月例杯 

正 18H・S  

（S 西/A 東/B 南） 24（金） スポーツの日 

26（日） 理事長杯 

準決勝  

18H・M 

決勝・3 位決定戦 

18H・M 

30（日）  27（日） 月例杯 

正 18H・S  

（S 南/A 東/B 西） 

18（日） クラブ選手権 準決勝  

36H・M 

23（月） 勤労感謝の日 27（日）  

25（日） クラブ選手権 

決勝・3 位決定戦  

36H・M 

29（日）  30（水） V のみ休日扱い 

月例杯 正 18Ｈ・Ｓ 

（S 東/A 西/B 南） 

月例杯 

正 18Ｈ・Ｓ 

（S 東/A 西/B 南） 

31（木） 1R 限定  

V のみ休日扱い 

 

競技日程表略記号説明  お申込み要領  

（正） 

（平） 

（週） 

（V） 

正会員 

平日会員 

週日会員 

ビジター 

Ｓ 

Ｍ 

ＨＤ 

S／Ａ 

B／C 

ストローク・プレー 

マッチプレー 

ハンディキャップ 

S クラス／A クラス 

B クラス／C クラス 

 

 

 

 

 

●競技参加には所定の競技参加料が必要です。 

●お申込みは、フロントまたは予約電話でお願いいたします。 

なお参加申込みは 4 大競技についてはクラブハウス内に設置した申し込み帳に 

競技者本人が署名することにより、エントリー申し込み完了とする。 

●倶楽部競技の受付は次の通りです。 

① ４大競技（シニア選手権・スクラッチ選手権・理事長杯・クラブ選手権）：２か月前の同日より 

② 月例杯その他競技 ： 1 か月前の同日より 

※競技規則及び附則等について 

詳しくはメンバー様へ毎年送付致します競技日程カードをご参照くださいませ。 
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TEL:0436-95-3111 FAX:0436-95-2558 

 


