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「平成１６年度第２回記録会・競技会 実施要項」＆ 
「県内ゴルフ場ジュニア会員特別料金」のご案内 

 
ジュニア会員のみなさんお元気ですか？ もうすぐクリスマス、そしてお正月と楽しいことが

たっくさん待っていますね。冬休みも近づいてきました。期末テスト中の人もかぜをひいてい

る人もラストスパート。ハッスル！ハッスル！北風に負けず元気に冬を乗り切りましょう。 

さて今月号では来年２月に開催する「平成１６年度第２回記録会・競技会」の実施要項を掲載

します。よく読んで、練習場の先生と相談の上、申し込んでください。さらに、県内のゴルフ

場にご協力をいただき、ジュニア会員特別料金を設定しています。冬休み期間中にぜひラウン

ド練習をし、実践に備えて実力をつけましょう！！ 

  
 

  
  

♪ 開 催 日  平成１７年２月１９日（土） 

        （主なスケジュール予定）08：３０  受付開始予定 

記録会・競技会共   09：00  開講式開始予定 

                    09：30  レッスン開始予定 

                    1６：０0  スクール終了予定 

 

♪ 開催クラブ  白竜湖カントリークラブ 
賀茂郡大和町和木３２６２℡０８４７－３４－０１１１ 

 
♪ 参 加 料  ２，０００円 ※当日の受付時にお支払い下さい。 
 

♪ 昼 食 代  別途料金（受講生・保護者とも別途料金）   
 

♪ 対 象  広島県ゴルフ協会ジュニア会員 

 

♪ 参 加 資 格  記録会：９ホールラウンドできる体力とルール・マナーを身につけている 
              （レベル：Bクラス） 

競技会：１８ホールラウンドできる体力とルール・マナーを身につけている   

     （レベル：Aクラス）    

★所属している指定練習場の先生に記録会・競技会への出場許可をもらうこと。 

★現在、ステップアップ講座を受講していない会員は、これまで受講していた指定

練習場で、先生に出場許可をもらって下さい。 

★どちらの大会に出場するかは、先生と相談の上決めてください。 
★全てのジュニア会員が出場できるわけではありません。あらかじめご了承くださ
い。（申込にあたっては、必ず指定練習場の先生にレベルを確認の上、出場許可
をもらってください） 

 ★レベルにあわせて記録会（９ホール）または競技会（１８ホール）どちらかの出
場となります。 

 
 



 
♪ 内 容  ラウンドレッスン 記録会（９ホールの部）/競技会（１８ホールの部） 
 
♪ 申 込 期 限  平成１７年１月１３日（木） 
 

♪ 申 込 方 法  参加申込用紙に必要事項を書いて所属している練習場の先生へ提出してくださ

い。 

   

♪ 表 彰  上位入賞者は表彰します。 

 

♪ 問 合 せ 先  広島県ゴルフ協会   ℡０８２－２８４－８０２６ 

 

*全員持ってくるもの* 
①歩きやすい靴（ゴルフシューズもしくは滑りにくい運動靴） 

②ゴルフ用手袋・ボール・ティペッグ（事前に必ず準備しておくこと） 

③帽子・着替え・タオル 

④水筒（お茶、スポーツ飲料などをコース内で携帯できるように） 

⑤指導書「みんなでゴルフ」 

⑥健康保険証（原本） 

⑦その他、雨天の場合はレインウェアー、傘等 

 

*次のものは持っている人だけ* 
①ゴルフクラブ（必ず名前を記入しておくこと。） 

②ボールマーカー    

③グリーンフォーク     

④目土袋とスコップ 

 

*ゴルフクラブは貸し出しをします* 
 持っていない人には貸し出しをします。参加申し込みの際、練習場の先生に貸しクラブも合わせて

申込みをして下さい。当日身長にあったものをお貸しします。 

 
 

 保護者の方へお願い  

 
※ コースへの送迎は原則として保護者の方が責任をもって送迎してください。尚、原則と異なる

場合は、保護者の同意の上で練習場の先生と相談の上決めてください。 

※ 当日の緊急連絡先を必ず明確にしておいてください。（来場された保護者がコース外へ出られ

る場合も同様に願います。） 

※ 天候による条件 

① 雨：メニューを一部変更して実施。（スクール開始時刻を遅らせるなど） 

② 雷雨や豪雨、積雪などにより実施不可能となった場合：中止します。 

 ①と②の場合は、当日の朝７：００時点の天候、道路状況で決定します。 
 ７：３０までに練習場の先生から℡連絡がありますので、自宅で待っていてください。 
出発時刻までに連絡が無い場合は白竜湖ＣC℡０８４７－３４－０１１１に直接確認

してください。 

 

『当日は忘れ物のないように準備をしましょう。夏の大会では帽子をかぶって 

いないジュニアが目立ちました。危険防止の意味もあります。忘れずに・・』 



●ラウンドの前に

３.ラウンド当日は必ず会員証を持っていく。

→
●基本条件

●その他

＜平成１６年１２月８日現在＞

ゴルフ場 ｼﾞｭﾆｱ料金 保護者料金

尾道うずしおカントリークラブ
尾道市原田町梶山田1069/℡０８４８－３８－００４１

２，４００円 ５，５００円

尾道ゴルフ倶楽部
御調郡久井町吉田/℡０８４７-３２－７１２１

２，１１２円 ５，９６７円

京覧カントリークラブ
三原市長谷町291/℡０８４８－６６－２２１１

２，９５５円 ３，５５５円

久井カントリークラブ
御調郡久井町坂井原絹掛755/℡０８４７-３２－７１４１

２，６００円 ６，０００円

三和カントリークラブ
神石郡神石高原町時安5064-2/℡０８４７８－５－３３６６

３，３４０円 ６，２８０円

庄原カントリークラブ
庄原市板橋町600/℡０８２４ー７２－１１２２

２，４００円 ５，５２０円

福山カントリークラブ
深安郡神辺町東中条498/℡０８４－９６７－１２１２

３，４６０円 ４，２６０円

社団法人福山ゴルフ倶楽部
福山市御幸町中津原1225-1/℡０８４－９５５－１１２２

２，５００円 ５，５００円

富士三次カントリークラブ
三次市糸井町大山1411/℡０８２４－６６－１２００

３，５８０円 ７，３３０円

松永カントリークラブ
福山市神村町1388/℡０８４－９３３－３１７４

３，４６０円 ６，４６０円

三原カンツリークラブ
三原市沼田東町釜山345/℡０８４８－６６－０３２１

２，０９６円 ５，２１６円

ゴルフ場ジュニア会員料金設定情報

但し、高校生で１８才の方は学校の教育活動としてゴルフを行う場合でなければ対象となりませんのでご注意ください。

ジュニア会員に対する特別料金は広島県ゴルフクラブ連盟に加盟するゴルフ場に特別に設定いただいているものです。ゴル
フ場の混雑状況によってはエントリーできない場合もあります。また料金は平成１６年１２月８日現在の料金で変更の場合
もございます。予めご了承ください。

1.必ず先生にラウンドできるレベルか相談する。

４.ルール、マナー、エチケットをきちんと守る。
５.合同練習会、記録会競技会でもらった“守りましょ
う・・・マナーエチケットブック”を読んで実践してみま
しょう。

２.エントリーの時にはジュニア会員とその保護者（引率責任者）であることを伝える。

ジュニア会員１名に対し保護者（引率責任者）１名の場合で平日の１８ホールセルフプレー（バッグ担ぎ）。ジュニア料金
は消費税込み、保護者料金は消費税・ゴルフ場利用税込みの料金です。基本条件と異なる場合は別途追加料金がかかります
ので条件その他を参考にして下さい。

平成１５年４月１日より、１８才未満の方、７０才以上の方が利用する場合その旨申し出て証明された場合にゴルフ場利用
税は免税となっております。その際、学生証、健康保険証、旅券、運転免許証などの提示による年齢の確認が必要となりま
すのでいずれかを持参してください。

東
　
部
　
地
　
区

尾道カントリークラブ （宇根山コース）
世羅郡世羅町小世良宇根山/℡０８４７－２２－２３１１

条件その他

乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋２,５２０円（消費税込み）

乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋１,５００円（消費税込み）

キャディー費は別途
乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋１，０５０円（消費税込み）

9ホールのみの場合、各１,０００円引

乗用カート代込み

乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋３，１５０円（消費税込み）

昼食付、乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋1，５７５円（消費税
込み）

新市クラシックゴルフクラブ
福山市新市町戸手3103-1/℡０８４７－５２－７８００

２，７７６円 ６，２０１円

１，０５０円 ４，９００円 乗用ｶｰﾄ使用の場合は保護者のみ＋３，４７０円（消費税込み）

乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋１，０５０円（消費税込み）。プライ
ベートコンペに参加の場合は適用外とする。

乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋１,５７５円（消費税込み）
ｷｬﾃﾞｨｰﾌｨｰは別途

乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋２,１００円（消費税込み）

営業時間内に限る
乗用カート代込み



ゴルフ場 ｼﾞｭﾆｱ料金 保護者料金

朝日ゴルフクラブ広島コース
東広島市志和町志和東1166-2/℡０８２-４３３－５７００

４，７２５円 ６，２７０円

安芸カントリークラブ
賀茂郡河内町入野1950/℡０８２４－３７－１１１５

２，９００円 ４，４３０円

賀茂カントリークラブ
東広島市高屋町高屋東4102/℡０８２-４３４－１２３４

４，１９０円 ５，３９０円

グリーンバーズゴルフ倶楽部
賀茂郡大和町大草905-37/℡０８４７-３３－１７５１

５，２５０円 ８，３６０円

呉カントリークラブ
豊田郡安浦町安登日の浦山1163-2/℡０８２３－８４－３７４３

郷原カントリークラブ
呉市郷原町西横尾412/℡０８２３－７７－１１１１

４，３００円 ８，３００円

白竜湖カントリークラブ
賀茂郡大和町和木3262/℡０８４７－３４－０１１１

３，０３５円 ６，５６５円

東広島カントリークラブ
東広島市志和町志和東字阿原/℡０８２-４３３－２８１１

本郷カントリー倶楽部
豊田郡本郷町南方松屋根1251-1/℡０８４８－８６－５１５５

３，５００円 ７，０００円

宮島志和カンツリー倶楽部
東広島市志和町七条椛坂488-2/℡０８２-４３３－２２１１

３,４６０円
引率教師のみ

４，４６０円

鷹の巣ゴルフクラブ
廿日市市河津原137-2/℡０８２９－７４－３３３３（予約用）

広島紅葉カントリークラブ
廿日市市友田220-3/℡０８２９－７４－１３１３

社団法人広島ゴルフ倶楽部
広島市佐伯区五日市町皆賀413/℡０８２－９２２－１２３４

５，０５５円 ５，４５５円

広島佐伯カントリー倶楽部
廿日市市友田119/℡０８２９－７４－１１５１

４，０００円 ６，２５０円

広島中央ゴルフクラブ
広島市安佐北区安佐町筒瀬一本松/℡０８２－８７８－０１３１

広島西カントリー倶楽部
佐伯郡大野町猪ノ打2392/℡０８２７－５６－０３１１

３，１５０円 ７，３２０円

八千代カントリークラブ
安芸高田市八千代町佐々井979-1/℡０８２６－５２－２１２１

３，１００円 ６，０００円

諸経費
４４５円

通常料金

　

要予約（ｼﾞｭﾆｱ会員であることを伝える事)　       

宮島カンツリー倶楽部
広島市佐伯区三宅町1050/℡０８２－９２２－１１６１

小中学生：1,050円
高校生（但し18才
未満）：2,100円

優待料金：
平日5,000円/
土日祝7,930円

２バッグ割増有り。乗用ｶｰﾄ使用の場合は別途料金。

乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋1,５７５円（消費税込み）

乗用カート代込み７，０００円

保護者はメンバー扱い

ペア１０，０００円
平日の南コースのみ（薄暮含む）
ジュニア会員証を提示のこと

乗用ｶｰﾄ（4人乗り）を使用の場合は
＋２，０００円（消費税込み）

６，２６０円

中
　
部
　
地
　
区

西
　
部
　
地
　
区

広島東映カントリークラブ
東広島市八本松町吉川5562-23/℡０８２-４２９－１２１２

太田川ゴルフ倶楽部
広島市安佐南区東原1-22-11/℡０８２－８７４－６８１１

瀬野川カンツリ－倶楽部
広島市安芸区畑賀町1510-91/℡０８２－８２７－０２１１

アイリスカントリークラブ
山県郡豊平町吉木2093/℡０８２６－８４－０８８３

芸南カントリークラブ
廿日市市玖島235/℡０８２９－７４－１１３１

広島国際ゴルフ倶楽部
賀茂郡黒瀬町南方/℡０８２３－８２－２５５０

乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋３，１５０円（消費税込み）
但し　平日に限る

（１８才未満）
１，０００円

通常より
１，０００円引き

ペア１０，３９０円

土日祝祭日：１２，７００円）　（以上全て税込み料金）

３，６２０円 ６，７７０円

４，３３５円

乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋２,４００円（消費税込み）

学校での課外授業としての利用に限る（証明書が必要）
平日限定
乗用カート使用の場合＋１，０５０円（徒歩用）、
〃　　　　　　　　　　＋１，６８０円（５人乗り用）

リージャスクレストゴルフクラブ
(グランド)安芸高田市高宮町房後８１６ /℡０８２６－５７－１８８
１　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ロイヤル)安芸高田市高宮町房
後６１７/℡０８２６－５７－１９９１

乗用カート使用の場合は＋２,１００円（消費税込み）

学校での課外授業としての利用に限る（証明書が必要）

ペア１０，５００円 乗用カート使用の場合は＋２,１００円（消費税込み）

３，０００円

編集／発行：広島県ゴルフ協会、同ジュニア育成委員会

土・日・祝祭日は利用不可

乗用カートは使用不可

乗用カート代込み

条件その他

乗用カート使用の場合は＋２，１００円

６，６８０円

ペア１０，０００円 乗用ｶｰﾄ使用の場合は＋１，５００円（消費税込み）

平日限定
乗用カート代込み

長期休日（春・夏・冬休み）平日のみ可
セルフ・担ぎ

３，５００円

３，３６０円

乗用カート使用の場合は　＋２，６２５円（消費税込み）
保護者１名につき　ジュニア３名まで可
（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾛｲﾔﾙともに）

乗用カート使用の場合は＋２,１００円

乗用カート使用の場合は別途追加料金ペア１０，４７０円

５，１３５円 また保護者２人目からは同伴料金（平日：８，４００円、

乗用カートをセルフで使用する場合の
保護者料金は６，７５０円（消費税・ゴルフ場利用税込み）

乗用カート使用の場合は＋１，０５０円（消費税込み）
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