
事業順 日

事業 1. ≦』L唇連錘
W口 六 漱 ■ △  ¬ ::_わ ′ ′

毎年参加者の減少と地域が県全体の参加が こまつドーム
〓==吾湯饉即

事業 2. 3月  5日 (土 ) フレシユマン'デビュー・アカデミ…
新人会員(登録3年未満)に 大会のレクチャ
ーを身に着けて貰うよう強力に進めたい。

高松GG場
日本海コース

かほく市

R3/R4
24H61/55

事業 3

3月 13日 (日 ) 普及指導員研修大会
ホールインワン確定の順守・カード記録の

確認、本年より32Hで実施する。
3会場

R3/R4
669/720

3月 13日 (

3月 13日 (

3月 13日 (

日〕
日)

日)

加賀地方
金沢地方
能登地方

普及指導員の資賢向上とレベルアップのポイントを習得する。

次のステージにジャンプするやる気のある人材の発掘をする。

14Rで行う

加賀中央公園/加賀市
眉丈台GG場/羽昨市
穴水あすなる広場/穴水町

212/240
256/240
279/240

事業 4 3月 19日 (土 ) とちぎ国体選考会 24ホールで行う. 橋立自然公園加賀市 144/150

事業 5 4月  2日 (土 ) 春ふれあいフリータイム大会 2コ ースで行う. 高松GG場/かほく市 605/600

.事業 6
4月 10日 (日 ) 石川県GG交歓大会

本大会は3 2 Hx3コ ース

予選会は経費節減のため、行わない。

加盟協会では割当数の選考を一任する。

高松GG場 かほく市 565/600

事業 7 4月 23・ 24日
(土

。日)
第30回石川県民スポレク交流大会

県下6会場で参加者1500名 超を目指

す。

ダイヤモンド賞対象大会とする

6会場(1週間繰下げ)又は、平日

開催も可。

参加希望数

1′ 088/1′ 510名

ユ易
男」
開
催
日

4月 24日 (日 ) ①加賀会場

ダイヤモンド賞対象大会とし、要項に会員

のみ対象とする。(明記する)各会場は参加

者を200名以上になるよう努力する。

木場潟公園′1咄市

4月 23日 (土 ) ②白山会場 松任海浜公園白山市

4月 24日 (日 ) ③金沢会場 大和芸術村金沢市

4月 24日 (日 ) ④中地区会場 蓮湖渚公園 内灘町
4月 24日 (日 ) ⑤口能登会場 色登国分寺公園t尾市

4月 24日 (日 ) ⑥奥能登会場 瑞淵市∝場 珠洲市

事業 8.

5月 21日 (土 ) ゆ―りんビック2022 ○総合開会式 金沢城公園 0/1′000

5月 22日 (日 )

5月 22日 (日 )

5月 22日 (日 )

加賀地方 ダイヤモンド賞対象大会とする

'1賀

中央公園/加賀市 0/300

金沢地方 芸術村広場/金沢市 0/350

能登地方 門前GG場 /輪島市 0/350

事業 9 6月 12日 (日 ) 第18回 会長杯大会 高松GG場かほく市 516/650

事業 11.
7月 16日 (土 )

17日 (日

‐
・予)

第74回石川県民体育大会
大会前、練習期間を設ける。
(1週間程度)

加賀中央公園陸上競技場/野球

場 加賀市
0/456

事業 12
7月 14日

(木)
夏ふれあιlフ リータイム大会 知事杯の練習・参加者の増加促進 高松GG場かほく市 0/600

事業 13. 7月 24日 (日 ) 石川県知事杯GG大会
24H 4コ ース 150× 4

高松GG場かほく市 501/600

事業 14 8月 21日 (日 ) 2022ふれあい交流大会
役員・スタッフと3年未満の会員大

団体の部
木場潟公園 ′」咄市 221/300

事業 15 9月 23日 (金
.祝

) 第37回石川県健民祭GG大会 西部緑地公園/金沢市 315/400

事業 16 10月  2日 (日 ) 普及指導員全体研修会 今年から32Hでおこなう。 松任海浜公園 白山市 334/400

事業 17 11月  6日 (日 ) 令和4年ベストプレヤー大会
集計時間を短縮し、迅速な表彰式を行う。
48月 に戻す 個人ゲーム

とりや古墳公園

中能登町
157/260

新規事業 11月 23日 (祝 ) 県ペアプレーヤーズ大会 男性・女性・男女ペアの部 高松GG場  かほく市 0/600

令 和 4年  事 業 計 画 書 (案 )

石川県グラウンド・ゴルフ協会
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