
日付 コース名
第1回 平成2年4月13日（金） サイプレスカントリークラブ

第2回 平成2年5月14日（月） 太陽カントリークラブ

第3回 平成2年7月20日（金） 太田双葉カントリークラブ

第4回 平成2年7月30日（月） サンメンバーズカントリークラブ

第5回 平成2年9月7日（金） 富士カントリー富岡倶楽部

第6回 平成3年8月26日（月） 太田双葉カントリークラブ

第7回 平成4年6月19日（金） ロイヤルカントリークラブ　鬼怒川コース

第8回 平成4年8月26日（水） 太田双葉カントリークラブ

第9回 平成4年11月19日（木） ユニオンエースゴルフクラブ

第10回 平成5年4月9日（金） サンフィールドゴルフクラブ

第11回 平成5年6月4日（金） ウイルソンロイヤルゴルフクラブ　やさとコース

第12回 平成5年6月22日（火） 御荷鉾カントリー倶楽部

第13回 平成5年6月14日（月） 御殿場ゴルフ倶楽部

第14回 平成5年7月9日（金） 東千葉カントリー倶楽部

第15回 平成5年9月2日（木） グローリィヒルズゴルフクラブ

第16回 平成5年8月26日（木） 内原カントリー倶楽部

第17回 平成5年9月7日（火） ロイヤルカントリークラブ　羽黒コース

第18回 平成5年9月21日（火） ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン

第19回 平成5年9月29日（水） 太田双葉カントリークラブ

第20回 平成5年10月5日（火） ロイヤルメドウゴルフクラブ

第21回 平成5年10月29日（金） 宍戸国際カントリークラブ　宍戸コース

第22回 平成5年11月6日（土） 伊豆ゴルフ倶楽部

第23回 平成6年4月13日（水） チサンカントリークラブ黒羽

第24回 平成6年5月21日（土） フォーシーズンカントリークラブ

第25回 平成6年6月14日（火） タイホーカントリークラブ

第26回 平成6年7月5日（火） サザンヤードカントリークラブ

第27回 平成6年7月14日（木） 那珂カントリー倶楽部

第28回 平成6年9月22日（木） 太田双葉カントリークラブ

第29回 平成6年10月13日（木） 白河メドウゴルフ倶楽部

第30回 平成6年11月4日（金） すか川高原カントリークラブ

第31回 平成6年11月15日（火） ロイヤルオークカントリー倶楽部

第32回 平成7年4月3日（月） 御殿場ゴルフ倶楽部

第33回 平成7年4月17日（月） 小幡郷ゴルフ倶楽部

第34回 平成7年5月29日（月） 東京国際空港ゴルフ倶楽部

第35回 平成7年6月29日（木） セントラルゴルフクラブ

第36回 平成7年8月10日（木） 桜ゴルフ倶楽部

第37回 平成8年2月6日（火） 茨城ロイヤルカントリー倶楽部

第38回 平成8年11月21日（木） 31カントリークラブ

第39回 平成9年4月25日（金） メイプルポイントゴルフクラブ

第40回 平成9年5月23日（金） セゴビアゴルフクラブ・イン・チヨダ

第41回 平成9年6月27日（金） 富士河口湖ゴルフ倶楽部

第42回 平成9年7月30日（水） 富士カントリークラブ

第43回 平成9年11月12日（水） ユニオンエースゴルフクラブ

第44回 平成10年3月20日（金） 川越カントリークラブ

第45回 平成10年5月19日（火） 太平洋クラブ　御殿場ウエスト

第46回 平成10年6月15日（月） 富士カントリー市原倶楽部

第47回 平成10年7月9日（木） 太陽カントリークラブ

第48回 平成11年5月18日（金） サンヒルズカントリークラブ

第49回 平成11年9月17日（金） グレンオークスカントリークラブ

第50回 平成11年9月27日（月） 太平洋クラブ　成田コース
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第51回 平成11年10月13日（水） 太陽カントリークラブ

第52回 平成12年3月23日（木） 宍戸ゴルフクラブ　宍戸コース

第53回 平成12年4月11日（火） カントリークラブ・ザ・レイクス

第54回 平成12年9月5日（火） 高麗川カントリークラブ

第55回 平成13年5月1日（火） 太平洋アソシエイツ・シャーウッドコース

第56回 平成13年5月31日（木） 立野クラシックゴルフ倶楽部

第57回 平成13年9月7日（金） ザ　アスレチックゴルフ倶楽部

第58回 平成14年5月23日（木） 太平洋クラブ＆アソシエイツ江南コース

第59回 平成14年6月27日（木） 船橋カントリー倶楽部

第60回 平成14年7月9日（火） 茂原カントリー倶楽部

第61回 平成14年8月7日（水） キングフィールズゴルフクラブ

第62回 平成14年11月21日（木） カナリヤガーデンカントリークラブ

第63回 平成14年11月28日（木） 横浜カントリークラブ

第64回 平成14年12月4日（水） 大相模カントリークラブ

第65回 平成15年1月27日（月） 太平洋クラブ　御殿場コース

第66回 平成15年2月7日（金） 日高カントリー倶楽部

第67回 平成15年3月1日（土） 武蔵野ゴルフクラブ

第68回 平成15年3月27日（木） 横浜カントリークラブ

第69回 平成15年4月22日（火） 鶴舞カントリー倶楽部

第70回 平成15年5月7日（水） 戸塚カントリー倶楽部

第71回 平成15年6月10日（火） 八王子カントリークラブ

第72回 平成15年10月28日（火） ロイヤルカントリークラブ 羽黒コース

第73回 平成16年6月1日（火） 東松山カントリークラブ

第74回 平成16年6月10日（木） 富士カントリークラブ

第75回 平成16年8月30日（月） 塩原カントリークラブ

第76回 平成16年10月5日（火） 姉ヶ崎カントリー倶楽部

第77回 平成16年11月16日（火） 大栄カントリー倶楽部

第78回 平成17年6月30日（木） ホウライカントリー倶楽部

第79回 平成17年7月28日（木） 葉山国際カンツリー倶楽部

第80回 平成18年5月31日（水） ホワイトバーチカントリークラブ

第81回 平成18年7月3日（月） 太陽カントリークラブ

第82回 平成18年8月30日（水） 千葉カントリークラブ 野田ゴルフ場

第83回 平成18年9月29日（金） 静ヒルズカントリークラブ

第84回 平成18年10月23日（月） 葉山国際カンツリー倶楽部

第85回 平成18年11月16日（木） セントラルゴルフクラブ NEWコース

第86回 平成19年6月19日（火） 立野クラシックゴルフ倶楽部

第87回 平成19年7月19日（木） 千葉カントリークラブ 梅郷コース

第88回 平成19年8月3日（金） 日高カントリー倶楽部

第89回 平成19年8月8日（水） 石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース

第90回 平成19年9月6日（木）　（中止） ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン

第91回 平成19年12月12日（水） 鶴舞カントリー倶楽部

第92回 平成20年6月9日（月） 東松山カントリークラブ

第93回 平成20年7月20日（日） ザ・カントリークラブ・ジャパン

第94回 平成20年7月25日（金） 富士カントリー笠間倶楽部

第95回 平成20年10月22日（水） 千葉カントリークラブ 川間コース

第96回 平成20年10月28日（火） 東富士カントリークラブ

第97回 平成20年11月28日（金） 鶴舞カントリー倶楽部

第98回 平成21年4月1日（水） 千葉カントリークラブ 川間コース

第99回 平成21年10月1日（木） 太陽カントリークラブ

第100回 平成21年12月10日（木） 南千葉ゴルフクラブ
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