
1 2 3 4

ｺﾝﾍﾟ参加費 　500円（込） ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込） ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込）

ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込） ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式 アンダーハンディ競技 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ方式

エージシュートを達成した 豪華景品多数

ことのある人が対象です。

男性70歳以上・女性ゴルファー

昼食付　5,720円　

※70歳未満の女性は

　プラス500円となります

参加費無料/ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ

登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 6,121円

1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 8,750円

ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 10,440円

5 6 7 8 9 10 11

ｺﾝﾍﾟ参加費　1,500円（込） ｺﾝﾍﾟ参加費 　1,650円（税込） 男性65歳以上 ｺﾝﾍﾟ参加費 　1,650円（税込） ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込） 男性70歳以上・女性ゴルファー

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式 Ｊ-ＳＹＳハンディ競技/表彰式 女性ゴルファー アンダーハンディ競技 アンダーハンディ競技 昼食付　5,720円　

スクランブル方式を採用 昼食付6,440円 ※70歳未満の女性は

豪華景品多数 ※65歳未満の女性は 　プラス500円となります

　プラス500円となります 参加費無料/ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ

75歳以上の方対象　6,180円 （もちろん昼食付♪）

（昼食代金・諸税含む） 参加費無料/ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ

コンペ参加費無料 ｺﾝﾍﾟ参加費　1,500円（込）

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式

ｺﾝﾍﾟ参加費　1,500円（税込）

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式

※80際以上の男性と６０歳以上の

　女性の方が参加可能です

登録会員： 6,121円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 6,121円

1年会員： 8,981円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 8,750円

ビジター： 11,720円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 10,440円

12 13 14 15 16 17 18

ｺﾝﾍﾟ参加費　1650円（税込） ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込） 男性65歳以上 ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込） ｺﾝﾍﾟ参加費 1,000円（込） ｺﾝﾍﾟ参加費 1,000円（込）

アンダーハンディ競技 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式 女性ゴルファー アンダーハンディ競技/表彰式 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式

豪華景品多数 昼食付6,440円 豪華景品多数

※65歳未満の女性は

　プラス500円となります

（もちろん昼食付♪）

ｺﾝﾍﾟ参加費　1,500円（税込） 参加費無料/ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ ｺﾝﾍﾟ参加費 1,500円（込）

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式

豪華景品多数 ｺﾝﾍﾟ参加費 　500円

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ方式

社員より上位の方に1,000円券

登録会員： 6,121円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 6,121円

1年会員： 8,981円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 8,750円

ビジター： 11,720円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 10,440円

19 20 21 22 23 24 25

ｺﾝﾍﾟ参加費 ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込） ｺﾝﾍﾟ参加費　1,500円（込） ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込） ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込）

アンダーハンディ競技 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ方式

豪華景品多数 豪華景品多数 豪華景品多数

バックティを使用する競技です

登録会員： 6,121円 登録会員： 6,121円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円 登録会員： 6,121円 登録会員： 5,230円 登録会員： 6,121円

1年会員： 8,981円 1年会員： 8,750円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円 1年会員： 8,750円 1年会員： 6,220円 1年会員： 8,750円

ビジター： 11,720円 ビジター： 10,440円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円 ビジター： 10,440円 ビジター： 6,980円 ビジター： 10,440円

26 27 28 29 30

ｺﾝﾍﾟ参加費　1,650円（税込） ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込） 男性70歳以上・女性ゴルファー ｺﾝﾍﾟ参加費　2,000円（込）

アンダーハンディ競技 ｱﾝﾀﾞｰﾊﾝﾃﾞｨ競技/表彰式 昼食付　5,720円　 ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式

豪華景品多数 ※70歳未満の女性は 豪華景品多数

　プラス500円となります

参加費無料/ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ

ｺﾝﾍﾟ参加費　1,300円（込）

ｺﾝﾍﾟ参加費　1,500円（込） ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式

ﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾟﾘｱ/表彰式

豪華景品多数

登録会員： 6,121円 登録会員： 5,230円 登録会員： 5,230円

1年会員： 8,981円 1年会員： 6,220円 1年会員： 6,220円

ビジター： 11,720円 ビジター： 6,980円 ビジター： 6,980円

日曜日 6,121円 8,981円 11,720円
＊上記価格は昼食代及び消費税・ゴルフ利用税込の価格となっております。
＊２サム（２名１組）のプレーの場合、おひとり様８８０円の追加代金を頂戴いたします。

平日 5,230円 6,220円 6,980円
土・祝日 6,121円 8,750円 10,440円

＊この度、令和3年4月1日よりプレー料金を下記の料金に改定させていただきます。
登録会員 １年会員 ビジター

                 ２０２１年９月　コートベールNEWS  
日 月 火 水 木 金 土

レストラン杯

Ｊ倶楽部月例杯

フレンドリー CUP

エレガンス CUP

ゴールドカップ

みどり台ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ

コート・ベール杯休日月例杯

平日月例杯

このコンペ参加は

会員限定となります。

（賛助会員・１年会員）

コートベール会員 CUP

コート・ベール金曜杯

Miketa（ミケタ）会

友達の会

会員月例杯

このコンペ参加は

会員限定となります。

（賛助会員・１年会員）

誰でも参加可能

誰でも参加可能

CVヤングカップ

バックティーオープン

VS 社員シリーズ

健康増進木曜会

ウェンズデイカップ

誰でも参加可能

エレガンスクラブ会員カップ

コカコーラ杯

誰でも参加可能

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ＆ﾚﾃﾞｨｰｽ CUP

誰でも参加可能誰でも参加可能

誰でも参加可能

誰でも参加可能

誰でも参加可能

誰でも参加可能

チーム対抗戦

参加費 2,000円

１チーム（３・４人）

スクランブル方式を採用

参加者全員に賞品をご用意

しております。

競技終了後、表彰式がござい

ます。

CV 傘寿会

CVレディース杯

CVGK  CUP

誰でも参加可能

ＣＶダブルス CUP

女性おすすめ

誰でも参加可能

誰でも参加可能

誰でも参加可能

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ＆ﾚﾃﾞｨｰｽ CUP

女性おすすめ

誰でも参加可能

ﾐｯﾄﾞｼﾆｱ＆ﾚﾃﾞｨｰｽ CUP

女性おすすめ

誰でも参加可能

土 曜 杯

参加費無料！！

当日のご来場者全員が対象！

18ホールストロークプレー

（ダブルペリア方式採用）

優勝・準優勝・３位～飛び賞

など

表彰式はございません。

賞品については、後日郵送

いたします。

誰でも参加可能

参加費無料！！

当日のご来場者全員が対象！

18ホールストロークプレー

（ダブルペリア方式採用）

優勝・準優勝・３位～飛び賞

など

表彰式はございません。

賞品については、後日郵送

いたします。

土 曜 杯

女性おすすめ

ｔｔ

阿波公方ゴルフ愛好会

誰でも参加可能

ﾐｯﾄﾞｼﾆｱ＆ﾚﾃﾞｨｰｽ CUP

女性おすすめ

ＩＳＡＷＡ CUP

誰でも参加可能

エージシューターズ

カップ
ＣＶ会長杯

誰でも参加可能

ｔｔ

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱ＆ﾚﾃﾞｨｰｽ CUP
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