
【掲載コース一覧】

第一章

ゴルフ草創期から戦前まで

(明治36年～昭和20年)

神戸居留英国人の望郷と娯楽から始まった

第二章

戦後の復興からカナダカップ優勝まで

(昭和21年～昭和32年)

動乱特需が復興を促しゴルフ熱が高まる

神戸ゴルフ倶楽部

雲仙ゴルフ場

東京ゴルフ倶楽部

富士屋ホテル仙石ゴルフコース

旧軽井沢ゴルフクラブ

鳴尾ゴルフ倶楽部

垂水ゴルフ倶楽部

程ヶ谷カントリー倶楽部

茨木カンツリー倶楽部

古賀ゴルフ・クラブ

宝塚ゴルフ倶楽部

函館ゴルフ倶楽部

小樽カントリー倶楽部

川奈ホテルゴルフコース

名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース

霞ヶ関カンツリー倶楽部

岡山霞橋ゴルフ倶楽部

三田ゴルフクラブ

別府ゴルフ倶楽部

我孫子ゴルフ倶楽部

軽井沢ゴルフ倶楽部

相模カンツリー倶楽部

廣野ゴルフ倶楽部

門司ゴルフ倶楽部

富士ゴルフコース 山中湖畔

仙塩ゴルフ倶楽部 浦霞コース

那須ゴルフ倶楽部

大みかゴルフクラブ

唐津ゴルフ倶楽部

小金井カントリー倶楽部

大阪ゴルフクラブ

熱海ゴルフ倶楽部

京都ゴルフ倶楽部 上賀茂コース

ゴールド川奈カントリークラブ

川崎国際生田緑地ゴルフ場

タカガワ新山口カンツリー倶楽部

芦屋カンツリー倶楽部

くまもと阿蘇カントリークラブ
湯の谷コース

広島ゴルフ倶楽部 鈴ヶ峰コース

福岡カンツリー倶楽部 和白コース

岡山ゴルフ倶楽部 帯江コース

福山ゴルフ倶楽部

鷹之台カンツリー倶楽部

箱根カントリー倶楽部

大富士ゴルフ場

高松カントリー倶楽部 城山コース

千葉カントリークラブ 野田ゴルフ場

愛知カンツリー倶楽部

大洗ゴルフ倶楽部

長崎カンツリー倶楽部

日光カンツリー倶楽部

相模原ゴルフクラブ

湯河原カンツリー倶楽部

西宮カントリー倶楽部

ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場

下関ゴルフ倶楽部

白浜ゴルフ倶楽部

旭川ゴルフ倶楽部

京阪ゴルフ倶楽部

くずはゴルフ場

加古川ゴルフ倶楽部

霧島ゴルフクラブ

ブリヂストンカンツリー倶楽部

佐世保カントリー倶楽部
石盛岳ゴルフコース

片山津ゴルフ倶楽部 片山津ゴルフ場

赤羽ゴルフクラブ

奈良国際ゴルフ倶楽部

茅ヶ崎ゴルフ倶楽部



第三章

第一次ゴルフブーム到来 【1】

(昭和33年～昭和39年) 神武・岩戸の好景気が後押し

高知ゴルフ倶楽部 正蓮寺コース 有馬カンツリー倶楽部

札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース 八王子カントリークラブ

富士カントリークラブ 根室ゴルフクラブ

取手国際ゴルフ倶楽部 三重カンツリークラブ

新潟ゴルフ倶楽部 霞ヶ浦国際ゴルフコース

松山ゴルフ倶楽部 川内コース 呉羽カントリークラブ

龍ヶ崎カントリー倶楽部 大利根カントリークラブ

高坂カントリークラブ 能勢カントリークラブ

青梅ゴルフ倶楽部 姉ヶ崎カントリー倶楽部

青山ゴルフクラブ 宇部72カントリークラブ

高槻ゴルフ倶楽部 袖ヶ浦カンツリークラブ

聖丘カントリー倶楽部 池田カンツリー倶楽部

武蔵カントリークラブ 豊岡コース 富士レイクサイドカントリー倶楽部

城陽カントリー倶楽部 田辺カントリー倶楽部

鬼怒川カントリークラブ 武蔵野ゴルフクラブ

立川国際カントリー倶楽部 箕面ゴルフ倶楽部

島原カントリー倶楽部 泉南カンツリークラブ

伊香保カントリークラブ 日高カントリー倶楽部

筑波カントリークラブ 富士国際ゴルフ倶楽部

枚方カントリー倶楽部 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース

若松ゴルフ倶楽部 湘南カントリークラブ

狭山ゴルフ・クラブ 紫カントリークラブ すみれコース

富士平原ゴルフクラブ 三好カントリー倶楽部

大宮ゴルフコース 皇子山カントリークラブ

栃木カントリークラブ 宮崎カントリークラブ 青島コース

府中カントリークラブ 小田原湯本カントリークラブ

飛鳥カンツリー倶楽部 宇都宮カンツリークラブ

厚木国際カントリー倶楽部 伊香保國際カンツリークラブ

琵琶湖カントリー倶楽部 秋田カントリー倶楽部

緑ヶ丘カンツリークラブ 守山ゴルフ場 蔵王カントリークラブ

飯能ゴルフクラブ 四日市カンツリー倶楽部

京葉カントリー倶楽部 小倉カンツリー倶楽部

兵庫カンツリー倶楽部 浜名湖カントリークラブ

桑名カントリー倶楽部 サザンクロスカントリークラブ

岐阜カンツリー倶楽部 玉野ゴルフ倶楽部

磯子カンツリークラブ 東京国際カントリークラブ

芦の湖カントリークラブ 東海カントリークラブ

相生カントリー倶楽部 CPGカントリークラブ

桜ヶ丘カントリークラブ よみうりカントリークラブ

横浜カントリークラブ 松永カントリークラブ

鹿野山ゴルフ倶楽部 西宮高原ゴルフ倶楽部



第三章 【２】

鎌ヶ谷カントリークラブ 帯広カントリークラブ 新嵐山コース

よみうりゴルフ倶楽部 川越カントリークラブ

小野ゴルフ倶楽部 釧路カントリークラブ

春日台カントリークラブ 玄海ゴルフクラブ

小山ゴルフクラブ 出水ゴルフクラブ

新・天城にっかつゴルフ倶楽部 富谷カントリークラブ

宝塚クラシックゴルフ倶楽部 東松山カントリークラブ

藤ヶ谷カントリークラブ 白河高原カントリークラブ

戸塚カントリー倶楽部 倉敷カントリー倶楽部

京都ゴルフ倶楽部 船山コース 広島カンツリー倶楽部 八本松コース

富士小山ゴルフクラブ 岐阜関カントリー倶楽部

船橋カントリー倶楽部 赤城国際カントリークラブ

瑞浪高原ゴルフ倶楽部 東京よみうりカントリークラブ

熊谷ゴルフクラブ 志度カントリークラブ

那須国際カントリークラブ 中関ゴルフ＆コミュニティ倶楽部

多摩カントリークラブ 十和田国際カントリークラブ

会津磐梯カントリークラブ 愛岐カントリークラブ

岩手ゴルフ倶楽部 新山ゴルフ場 鳥取ゴルフ倶楽部

スリーハンドレッドクラブ 新居浜カントリー倶楽部

樽前カントリークラブ 八ヶ岳高原カントリークラブ

茨城ゴルフ倶楽部 宝塚高原ゴルフクラブ

伏尾ゴルフ倶楽部 箱根湖畔ゴルフコース

八幡平カントリークラブ 生野高原カントリークラブ

大熱海国際ゴルフクラブ 十勝カントリークラブ

伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 長崎国際カントリークラブ

岡山カントリークラブ 桃の郷コース 稚内カントリークラブ

嵐山カントリークラブ 名張カントリークラブ

瀬野川カントリークラブ 長野カントリークラブ

本厚木カンツリークラブ 金乃台カントリークラブ

芙蓉カントリー倶楽部 知多カントリー倶楽部

桜の宮ゴルフ倶楽部 さなげカントリークラブ

葵カントリークラブ 鳴門カントリークラブ

長良川カントリー倶楽部 鹿沼カントリー倶楽部

大浅間ゴルフクラブ 春日井カントリークラブ

赤倉ゴルフコース 豊田カントリー倶楽部

木曽駒高原カントリークラブ 芥屋ゴルフ倶楽部

淡路カントリー倶楽部 江戸崎カントリー倶楽部

葉山国際カンツリー倶楽部 久山カントリー倶楽部

札幌国際カントリークラブ 島松コース レイクウッド総成カントリークラブ

諏訪湖カントリークラブ フレンドシップカントリークラブ

米子ゴルフ場 和歌山カントリー倶楽部



第四章 世界第2位の経済大国へ

(昭和40年～昭和46年) オリンピック後の熱気と娯楽志向が重なる

洲本ゴルフ倶楽部 日立ゴルフクラブ

千刈カンツリー倶楽部 土佐カントリークラブ

津久井湖ゴルフ倶楽部 天理ゴルフ倶楽部

上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部 神奈川カントリークラブ

室蘭ゴルフ倶楽部 白鳥コース 城崎カンツリークラブ

札樽ゴルフクラブ 朝里コース いぶすきゴルフ倶楽部 開聞コース

浜松カントリークラブ 八千代カントリークラブ

名寄白樺カントリー倶楽部 三原カンツリークラブ

伊勢カントリークラブ 佐久平カントリークラブ

岡崎カントリークラブ 加西インターカントリークラブ

有馬冨士カンツリークラブ 東名カントリークラブ

名神八日市カントリー倶楽部 大館カントリークラブ

表蔵王国際ゴルフクラブ 能登カントリークラブ

犬山カンツリー倶楽部 都賀カンツリークラブ

紫雲ゴルフ倶楽部 本千葉カントリークラブ

周南カントリー倶楽部 大相模カントリークラブ

草津カントリークラブ 塩原カントリークラブ

北見カントリークラブ 赤穂カンツリークラブ

喜々津カントリー倶楽部 千曲高原カントリークラブ

天野山カントリークラブ 南岩手カントリークラブ

長岡カントリー倶楽部
福岡国際カントリークラブ
むなかたゴルフ場

富士箱根カントリークラブ 那須小川ゴルフクラブ

旭国際宝塚カンツリー倶楽部 品野台カントリークラブ

名四カントリークラブ 名神栗東カントリー倶楽部

阿蘇ゴルフ倶楽部 桜ゴルフクラブ

甲賀カントリー倶楽部 大山ゴルフクラブ

大宰府ゴルフ倶楽部 日本カントリークラブ

浜松シーサイドゴルフクラブ プリンスランド・ゴルフクラブ

湯の浜カントリークラブ 千歳空港カントリークラブ

朝陽カントリークラブ 西仙台カントリークラブ

日本ラインゴルフ倶楽部 徳島カントリー倶楽部 月の宮コース

芸南カントリークラブ 昇仙峡カントリークラブ

大洲ゴルフ倶楽部 中九州カントリークラブ

新沼津カントリークラブ 宮城カントリークラブ

湘南シーサイドカントリー倶楽部 大垣カントリー倶楽部

気仙沼カントリークラブ 鈴蘭高原カントリークラブ

月ヶ瀬カントリークラブ 長竹カントリークラブ

東条湖カントリー倶楽部 呉カントリークラブ

東富士カントリークラブ 福山カントリークラブ

盛岡カントリークラブ 松本カントリークラブ

白浜ビーチゴルフ倶楽部 五島カントリークラブ

近江カントリークラブ 藤岡カントリークラブ

長船カントリークラブ 三木ゴルフ倶楽部

西戸崎シーサイドカントリークラブ



第五章

列島改造ブームで建設ラッシュ始まる

(昭和47年～昭和49年)

建設狂騒曲に狂った日本列島

大村湾カントリー倶楽部 オールドコース

朽木ゴルフ倶楽部

大岡ゴルフ倶楽部

松ヶ峯カントリー倶楽部

穂高カントリークラブ

今治カントリー倶楽部

高萩カントリークラブ

日野ゴルフ倶楽部

宮古カントリークラブ
浄土ヶ浜シーサイドコース

有馬ロイヤルゴルフクラブ

秋田椿台カントリークラブ

塩嶺カントリークラブ

久美浜カンツリークラブ

西日本セブンスリーゴルフクラブ

交野カントリー倶楽部

魚津国際カントリークラブ

日本海カントリークラブ

真庭カンツリークラブ

大甲賀カントリークラブ 油日コース

新宇都宮カントリークラブ

越生ゴルフクラブ

凮月カントリー倶楽部

麻生飯塚ゴルフ倶楽部

岩国カントリー倶楽部

真名子カントリー倶楽部

信楽カントリー倶楽部

新大阪ゴルフクラブ 島本コース

つくばねカントリークラブ

南部富士カントリークラブ

鈴鹿カンツリークラブ

額田ゴルフ倶楽部

八戸カントリークラブ

以上368コースをご紹介

伊勢湾カントリークラブ

富士見高原ゴルフコース

白帆カントリークラブ

浅見カントリー倶楽部

千羽平ゴルフクラブ

熊本空港カントリークラブ

宍戸ヒルズカントリークラブ

福井国際カントリークラブ

佐野ゴルフクラブ

高松グランドカントリークラブ

周防灘カントリークラブ

名神竜王カントリー倶楽部

若山ゴルフクラブ

ジュンクラシックカントリークラブ

南山カントリークラブ

KOMAカントリークラブ


