第
回

19

Presents

Presents

岩手県オープンゴルフトーナメント
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Kenichi Kuboya
Hideki Kase

Nobuhiro Masuda

Azuma Yano

Yutaka Hagawa

エ
※ントリー者は全て予定

きたかみカントリークラブ

■協

賛：協賛各社

■協

力：株式会社岩手めんこいテレビ

■運

営：株式会社バーグル
賞金総額８００万円

優勝賞金シニアプロ１５０万円

レギュラープロ１５０万円

岩手県北上市和賀町煤孫１地割９７−１ ＴＥＬ：０１９７
（７３）
６９１１

第２回／７月２２日（木・祝）
※会場は「きたかみカントリークラブ」。
※重複参加可能。(最初の予選で決勝に進出できなくても、次戦の予選に再度参加できる)
■参加資格：（１）ハンディキャップ制限なしのオープン参加。
（２）岩手県もしくは東北在住のアマチュアゴルファー(女子の参加も可能とします)
■競技方法：（１）各会場、約12名前後の選手が予選通過。
スクラッチスコアの上位選手が予選通過。
スクラッチスコアで予選通過した選手を除く、ダブルペリアスコアの上位選手が予選通過。

今年はシニアプロが大勢参加。往年のプレーも堪能できます。

￥8,000,000
シニア
プロ ￥1,500,000
レギュラー
プロ ￥1,500,000

ダブルペリアの予選通過者は「ジュニア・学生」を除く、スクラッチスコアのみ通過とする。
※各会場参加人数によって予選通過者が若干の変更となります。
※決勝大会は予選会の成績を持ち込まない。
（２）１８ホールストロークプレー
（３）オールノータッチプレー
■セルフプレー：乗用カートのセルフプレーとなります。
コースはリモコンカートです。同伴競技者の協議のうえリモコンの保持とする。

新米お米（提供：JA全農いわて）

■エントリーフィー：各予選会場５，
500円（税込）

1位〜3位表彰

■申し込み締切日：各予選会場開催日の５日前

・めんこいTV１時間番組放送
Keiichiro Fukabori

■特別協賛：株式会社ビーイング・株式会社カーセブンディベロプメント

〜東北最大級! 真夏のゴルフフェスタ2021〜

Dinesh Chand

優勝副賞／優勝杯

催：薬王堂ホールディングス・パルコホーム

■アマ予選：第１回／６月２７日（日）

Kiyoshi Murota

Makoto Inoue

催：岩手県オープンゴルフトーナメント実行委員会

■共

きたかみカントリークラブ

1dayトーナメント

Mamoru Osanai

■主

■本選大会：８月７日（土）

土

Tetsuji Hiratsuka

Masanori Kobayashi

本大会実施要項

■申し込み方法：参加希望者は申し込み用紙にて、各予選会場に直接申し込むこと。

・インターネット配信

Singo Katayama

Shigeki Maruyama

Michio Matsumura

Katsumasa Miyamoto

■組み合わせ：締め切り終了後、各予選会場からＦＡＸもしくは連絡いたします。
■記念品：参加者全員に岩手県オープンゴルフトーナメントギャラリーチケット（１枚１，
000円を２枚）進呈。
■決勝大会：・予選会通過者の全ての選手はプロとラウンドすることができます。
・各会場上位者はプロゴルファーのランキング上位者とペアリング。
・決勝大会２週間前に組み合わせを決定する。
■大会事務局：岩手県オープンゴルフトーナメント事務局
岩手県盛岡市大通２丁目７−１８ ＢＧビル５Ｆ
ＴＥＬ：０１９(６２９)２２３４ ＦＡＸ：０１９(６２９)２２８４

バーグル・ゴルフスタジオ大通

アマチュア予選会
参加者募集

プロの豪快なプレーを間近で観戦しませんか

東北最大級の男子プロゴルフトーナメント

選

当日券

会
場

2003 Winner
2004 Winner
2005 Winner
2006 Winner
2007 Winner

Hope to make future
─ 希望は強い勇気 ─

平井 俊光

2008 Winner
2009 Winner
2010 Winner

飯島 博明
平塚 哲二
髙橋 竜彦
ディネッシュ・チャンド
増田 伸洋
平塚 哲二
平塚 哲二
額賀 辰徳
深堀圭一郎

ゴルフを、もっと身近に、もっとポピュラーに

☎0197-73-6911

2011 Winner
2012 Winner
2013 Winner
2014 Winner
2015 Winner
2016 Winner
2017 Winner
2018 Winner

崎山 武志
小山内 護
片山 晋呉
宮本 勝昌
菊地 秀明
井上
信
菊池
純
大田和桂介

TEL019-629-2234

岩手県滝沢市篠木仁沢瀬193-６

TEL019-686-2054

■高校生以下は無料
■前売り券の販売はございません

真夏のゴルフ祭り

大会
申込書

Successive Winner
2002 Winner

BGビル５F

※ギャラリー観戦の有無に関しては大会１ヵ月前に決定とする

各ゴルフ場に、開催日の5日前までにエントリーしてください。

2019 Winner

￥1,000

﹇税込﹈

予

岩手県北上市和賀町煤孫1地割97-1

岩手県盛岡市大通２丁目７-18

盛岡市街地より車で15分の「バーグル・ゴルフガーデン盛岡西」は
雄大な岩手山をバックにＮＨＫ連続テレビ小説「どんど晴れ」の １本桜 や
乳製品で有名な「小岩井農場」の隣に位置する、絶好のロケーションです。
奥行き250Ｙ、打席数64打席の全日『1,000円で200球打ち放題』。

ギャラリー入場券

6/27（日） きたかみ
カントリークラブ
7/

22（木祝）

バーグル・ゴルフガーデン盛岡西

盛 岡 市 中 心 部 の 大 通りに位 置 する「バー グル・ゴルフスタジオ」は東 北 最 大 級 の 大 きさ。
「ゴルフを始めたい」「健 康 のためゴルフをしてみたい」「ゴルフが上手くなりたい」など
すべてのゴルファーのレベルに合わせた最新ゴルフレッスンを展開中。
ゴルフの上達にはレッスンが大切。必ずや新しい発見に出会えるでしょう。

会場は「きたかみカントリークラブ」
となります。
下記日程のいずれかに○印を付けてＦＡＸにてお申込み下さい。

□ 第１回：６月２７日（日）

□ 第２回：７月２２日（木・祝）

名前

「出場予定プロ」

ＦＡＸ：０１９７−７３−６９６６

年齢

歳

ハンディキャップ
(無ければ記入不要)

住所 〒

シニア
プロ

室田 淳
深堀圭一郎

加瀬秀樹
小山内護

羽川 豊
飯島宏明

渡辺 司
秋葉真一

崎山武志
久保勝美

溝口英二
高見和宏

五十嵐雄二
菊地秀明

レギュラー
プロ

石川 遼
丸山茂樹
増田伸洋

片山晋呉
宮本勝昌
松村道央

久保谷健一
すし石垣
矢野 東

市川建彦
菊池 純
他

井上 信
薗田峻輔

小林正則
額賀辰徳

大和田桂介
平塚哲二

●主催／岩手県オープンゴルフトーナメント実行委員会 ●協力／株式会社岩手めんこいテレビ ●運営／株式会社バーグル
●岩手県オープンゴルフトーナメント事務局：岩手県盛岡市大通２丁目7-18 BGビル５F／TEL:019-629-2234 FAX:019-629-2284 http://www.iogolf.jp

TEL

FAX

携

帯

※重複参加可能。(最初の予選で決勝に進出できなくても、次戦の予選に再度参加できる)

