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各部門とも、各県で実施するブロックと、関東ブロックとして合同で実施するブロックに分けて開催します。
競技日、申込期間、申込方法が異なりますのでご注意ください。
ご不明な点は、関東ゴルフ連盟（ＫＧＡ）事務局、担当：栗原までお問い合わせください（平日9：30～17：00）。

① 参加するブロックは、原則関東地区に所属する学校の所在地により決定し、選択はできない。※
但し、特例として、都県予選時に特別な理由（国体の選考、学校公式行事等）がある場合は、理由書を提出の上、ＫＧＡ承認後、
選手は在住地もしくは関東ブロックを選択できる場合もあるので、3月20日までにＫＧＡに問い合わせること。

② 複数ブロックへの出場は認めない。申込時に出場ブロックの選択を明らかにすること。
③ 申込方法は、それぞれのブロックで異なるので、下記『参加申込、問い合わせ先』の各団体の競技規定で確認すること。
④ 出場ブロックは、平成27年4月2日現在の学校所在地及び学年とする。

※ 関東地区とは、新潟、長野、山梨、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡をいう。

男子15歳～17歳の部 女子15歳～17歳の部 女子12歳～14歳の部
新潟県 関東 関東 関東
長野県 長野 長野 長野
山梨県 関東 関東 関東
群馬県 群馬 群馬 群馬
栃木県 栃木 栃木 栃木
茨城県 関東 関東 関東
埼玉県 埼玉 埼玉 埼玉
千葉県 関東 関東 関東
東京都 東京 東京 東京

神奈川県 神奈川 神奈川 神奈川
静岡県 関東 関東 関東

■参加申込、問い合わせ先
ブロック 団体名 TEL

HP
メール

群馬ブロック 群馬県ゴルフ協会 027-253-2570
栃木ブロック 栃木県ゴルフ場協議会 028-621-0413
埼玉ブロック 埼玉県ゴルフ協会 048-833-3220
東京ブロック 東京都ゴルフ連盟 03-5366-0315
神奈川ブロック 神奈川県ゴルフ協会 045-680-5621
関東ブロック 関東ゴルフ連盟 03-6278-0005

http://www.tmga.info

http://www.naganogolf.jp
info@naganogolf.jp

男子12歳～14歳の部

長野
関東

関東
栃木
群馬
関東

平成27年度　関東ジュニアゴルフ選手権予選競技　ブロック選択方法

http://www.kga.gr.jp
http://www.knga.org

【更新】東京ブロック申込期間が変更となりました（2/3）。

関東
神奈川
東京
関東
埼玉

■参加ブロック一覧表 赤字：都県ブロック・黒字：関東ブロック

申込期間中に学校が決まっていない選手は、ＫＧＡに問い合わせをすること(特に神奈川ブロックへの出場の可能性がある選手は注意すること)。

026-238-3080長野県ゴルフ協会長野ブロック

参加ブロック
学校所在地

ホームページ

http://www.golf-gunma-asc.gr.jp
http://www.t-golf.jp

http://www.saitamaken-ga.jpn.org

http://www.tmga.info/
http://www.naganogolf.jp/
mailto:info@naganogolf.jp
http://www.kga.gr.jp/
http://www.knga.org/
http://www.golf-gunma-asc.gr.jp/
http://www.t-golf.jp/
http://www.saitamaken-ga.jpn.org/
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■参加ブロック分け
【男子15歳～17歳の部】

学校所在地 参加ブロック 申込期間
長野県 長野ブロック 3月2日～4月10日

群馬県 群馬ブロック 3月1日～4月10日

栃木県 栃木ブロック 5月8日～6月5日

埼玉県 埼玉ブロック 5月21日～6月12日

東京都 東京ブロック 3月13日～4月3日

神奈川県 神奈川ブロック 2月2日～3月20日

新潟県
山梨県
茨城県
千葉県
静岡県

※埼玉ブロック、狭山ゴルフ・クラブの出場コースは、埼玉県ゴルフ協会が発表いたします。

【男子12歳～14歳の部】
学校所在地 参加ブロック 申込期間

長野県 長野ブロック 3月2日～4月10日

群馬県 群馬ブロック 3月1日～4月10日

栃木県 栃木ブロック 5月8日～6月5日

埼玉県 埼玉ブロック 5月21日～6月12日

東京都 東京ブロック 5月22日～6月12日

神奈川県 神奈川ブロック 2月2日～3月20日

新潟県
山梨県
茨城県
千葉県
静岡県

※埼玉ブロック、狭山ゴルフ・クラブの出場コースは、埼玉県ゴルフ協会が発表いたします。

立川国際カントリー倶楽部・奥多摩

フォレストカントリークラブ三井の森

下秋間カントリークラブ

日光カンツリー倶楽部

狭山ゴルフ・クラブ　西・東・南　※

レイクウッドゴルフクラブ・西

武蔵野ゴルフクラブ

関東ブロック 5月7日～6月4日 浜野ゴルフクラブ

下秋間カントリークラブ

日光カンツリー倶楽部

狭山ゴルフ・クラブ　西・東・南　※

レイクウッドゴルフクラブ・西

開催倶楽部

関東ブロック 5月7日～6月4日 日高カントリークラブ　東・西

開催倶楽部
フォレストカントリークラブ三井の森

5月10日(日)
5月10日(日)

開催日

7月21日(火)

5月6日(水)
7月21日(火)
7月21日(火)
6月26日(金)
5月10日(日)
5月10日(日)

開催日

7月21日(火)

5月6日(水)
5月18日(月)
7月21日(火)
6月26日(金)
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【女子15歳～17歳の部】
学校所在地 参加ブロック 申込期間

長野県 長野ブロック 3月2日～4月10日

群馬県 群馬ブロック 3月1日～4月10日

栃木県 栃木ブロック 5月8日～6月5日

埼玉県 埼玉ブロック 5月21日～6月12日

東京都 東京ブロック 3月13日～4月3日

神奈川県 神奈川ブロック 2月2日～3月20日

新潟県
山梨県
茨城県
千葉県
静岡県

※埼玉ブロック、狭山ゴルフ・クラブの出場コースは、埼玉県ゴルフ協会が発表いたします。

【女子12歳～14歳の部】
学校所在地 参加ブロック 申込期間

長野県 長野ブロック 3月2日～4月10日

群馬県 群馬ブロック 3月1日～4月10日

栃木県 栃木ブロック 5月8日～6月5日

埼玉県 埼玉ブロック 5月21日～6月12日

東京都 東京ブロック 3月13日～4月3日

神奈川県 神奈川ブロック 2月2日～3月20日

新潟県
山梨県
茨城県
千葉県
静岡県

※埼玉ブロック、狭山ゴルフ・クラブの出場コースは、埼玉県ゴルフ協会が発表いたします。

関東ブロック

関東ブロック

下秋間カントリークラブ

5月7日～6月4日

レイクウッドゴルフクラブ・西

鎌ヶ谷カントリークラブ　中・西

下秋間カントリークラブ

狭山ゴルフ・クラブ　西・東・南　※

日光カンツリー倶楽部

東京五日市カントリー倶楽部

フォレストカントリークラブ三井の森

狭山ゴルフ・クラブ　西・東・南　※

立川国際カントリー倶楽部・草花

開催倶楽部

レイクウッドゴルフクラブ・西

5月7日～6月4日 藤ヶ谷カントリークラブ

フォレストカントリークラブ三井の森

日光カンツリー倶楽部

開催倶楽部

5月10日(日)
5月10日(日)

開催日

7月21日(火)

5月6日(水)
5月6日(水)
7月21日(火)
6月26日(金)
5月10日(日)
5月10日(日)

開催日

7月21日(火)

5月6日(水)
5月25日(月)
7月21日(火)
6月26日(金)
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