
【関東農政局管内】

出島ゴルフクラブ 茨城県かすみがうら市下軽部881
セゴビアゴルフクラブ　イン　チヨダ 茨城県かすみがうら市高倉1384
千代田カントリークラブ 茨城県かすみがうら市上佐谷877-6
かすみがうらゴルフクラブ 茨城県かすみがうら市田伏5136 
筑波カントリークラブ 茨城県つくばみらい市高岡830-2
茨城ゴルフ倶楽部 茨城県つくばみらい市小島新田102
常陽カントリー倶楽部 茨城県つくばみらい市善助新田東原15
取手国際ゴルフ倶楽部 茨城県つくばみらい市板橋2994
霞ヶ浦国際ゴルフコース 茨城県つくば市下原368
つくばねカントリークラブ 茨城県つくば市神郡2726
筑波東急ゴルフクラブ 茨城県つくば市大字作谷862-1
豊里ゴルフクラブ 茨城県つくば市大字田倉5185
南筑波ゴルフ場 茨城県つくば市島名784
筑波国際カントリークラブ 茨城県つくば市平沢1257
勝田ゴルフ倶楽部 茨城県ひたちなか市長砂1506
阿見ゴルフクラブ 茨城県稲敷郡阿見町上条1760-1
イーグルポイントゴルフクラブ 茨城県稲敷郡阿見町福田1668－5
ニッソーカントリークラブ 茨城県稲敷郡河内町大字大徳鍋子新田1124-1
おかだいらゴルフリンクス 茨城県稲敷郡美浦村大山後田1059
美浦ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後2568-19
霞南ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷市伊佐部1450
江戸崎カントリー倶楽部 茨城県稲敷市羽賀2048
桜ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷市岡飯出1148
ザ・インペリアルカントリークラブ 茨城県稲敷市佐倉1324-1
JGM霞丘ゴルフクラブ 茨城県稲敷市四箇2002  
JGMセベ・バレステロスゴルフクラブ 茨城県稲敷市四箇3043
霞台カントリークラブ 茨城県稲敷市四箇3405
アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 茨城県稲敷市東大沼402
土浦カントリー倶楽部 茨城県稲敷市堀之内419
31カントリークラブ 茨城県猿島郡境町百戸四丁歩460
桜の宮ゴルフ倶楽部 茨城県笠間市小原2811
石岡ウエストカントリークラブ（旧：石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース） 茨城県笠間市上郷3355
扶桑カントリー倶楽部 茨城県笠間市上市原1100
スターツ笠間ゴルフ倶楽部 茨城県笠間市池野辺2340-1
富士カントリー笠間倶楽部 茨城県笠間市池野辺2523
カントリークラブ・ザ・レイクス 茨城県笠間市南吉原890
宍戸ヒルズカントリークラブ 茨城県笠間市南小泉1340
笠間カントリークラブ 茨城県笠間市日沢15
ゴルフ5カントリー　かさまフォレスト 茨城県笠間市福原301
金乃台カントリークラブ 茨城県牛久市柏田町3432 クラブハウス
古河ゴルフリンクス 茨城県古河市西町10-1
栗橋國際カントリー倶楽部　　　　　　　 茨城県古河市中田字根瓦100
霞ヶ浦カントリー倶楽部 茨城県行方市芹沢1000
ノースショアカントリークラブ 茨城県行方市山田2423
玉造ゴルフ倶楽部　若海コース 茨城県行方市若海275
セントラルゴルフクラブ　NEWコース 茨城県行方市小牧1006-9
セントラルゴルフクラブ　麻生コース（旧麻生カントリークラブ） 茨城県行方市島並933
セントラルゴルフクラブ 茨城県行方市麻生2196
高萩カントリークラブ 茨城県高萩市上君田芳の目1609-3
大利根カントリークラブ 茨城県坂東市下出島10
坂東ゴルフクラブ 茨城県坂東市弓田3377
猿島カントリー倶楽部 茨城県坂東市菅谷2340
常総カントリー倶楽部 茨城県坂東市法師戸262

ゴルフ場の名称 ゴルフ場の所在地

ゴルフ場における農薬使用者から提出された農薬使用計画書の令和４年度第１、第２及び第３四半期取りまとめ結果一覧
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ゴルフ場の名称 ゴルフ場の所在地

JGM笠間ゴルフクラブ 茨城県桜川市高幡426 
アジア下館カントリー倶楽部　　　　　　 茨城県桜川市上野原225
筑波学園ゴルフ倶楽部 茨城県桜川市西飯岡1312
岩瀬桜川カントリークラブ 茨城県桜川市門毛2150
みどりが丘ゴルフ 茨城県鹿嶋市宮中4546
トライレイクGC 茨城県鹿嶋市大字粟生1910-4
鹿島の杜カントリー倶楽部 茨城県鹿嶋市武井1877-1
アジア取手カントリー倶楽部 茨城県取手市稲1340
取手桜が丘ゴルフクラブ（旧　藤代GC） 茨城県取手市渋沼1393
利根パークゴルフ場 茨城県取手市新町4-1-50
太平洋クラブ　美野里コース 茨城県小美玉市三箇952
PGM石岡ゴルフクラブ 茨城県小美玉市世楽1050-1
水海道ゴルフクラブ 茨城県常総市坂手町5213
フレンドシップカントリークラブ 茨城県常総市崎房1955-2
新・西山荘カントリー倶楽部 茨城県常陸太田市下大門町1063
スパ＆ゴルフリゾート久慈 茨城県常陸太田市岩手町1398
茨城ロイヤルカントリー倶楽部 茨城県常陸太田市増井町1695
金砂郷カントリークラブ 茨城県常陸太田市中利員町2856-1
グランドスラムカントリークラブ 茨城県常陸太田市田渡町823-11
日立高鈴ゴルフ倶楽部 茨城県常陸太田市白羽町1730
那珂カントリー倶楽部 茨城県常陸大宮市若林690
ひたちの圀の健楽園 茨城県常陸大宮市小瀬沢814
静ヒルズカントリークラブ 茨城県常陸大宮市小堤5766
水戸グリーンカントリークラブ　 茨城県常陸大宮市照田1507
ロックヒルゴルフクラブ 茨城県常陸大宮市上小瀬5374-5
マナゴルフクラブ 茨城県常陸大宮市西塩子168
ゴルフ倶楽部　セブンレイクス 茨城県常陸大宮市北塩子533
ゴルフ5カントリー　サニーフィールド 茨城県常陸大宮市野口1743-14
ワイルドダックカントリークラブ 茨城県神栖市日川2519
水戸・ゴルフ・クラブ 茨城県水戸市加倉井町1760
内原カントリー倶楽部 茨城県水戸市鯉渕町6798
浅見ゴルフ倶楽部 茨城県水戸市杉崎町1916-1
JGMやさと石岡コース 茨城県石岡市下林2665-1  
サミットゴルフクラブ 茨城県石岡市嘉良寿理139
東筑波カントリークラブ 茨城県石岡市上林1224-2
スプリングフィルズゴルフクラブ 茨城県筑西市小栗6588
下館ゴルフ倶楽部 茨城県筑西市茂田ザ・ヒロサワ・シティ（茨城県筑西市茂田1858-10）

潮来カントリー倶楽部 茨城県潮来市築地700
ジェイゴルフ霞ヶ浦 茨城県潮来市茂木279-1
ワンウェイゴルフクラブ 茨城県土浦市沖宿町3476
オールドオーチャードゴルフクラブ 茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田686-3
ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ 茨城県東茨城郡城里町塩子3473
サザンヤードカントリークラブ 茨城県東茨城郡城里町下古内776
うぐいすの森ゴルフクラブ水戸 茨城県東茨城郡城里町下赤沢314-1
笠間桜カントリー倶楽部 茨城県東茨城郡城里町下赤沢504
桂ヶ丘カントリークラブ 茨城県東茨城郡城里町錫高野1155
水戸レイクスカントリークラブ 茨城県東茨城郡城里町春園754
城里ゴルフ倶楽部 茨城県東茨城郡城里町徳蔵436-1
大洗ゴルフ倶楽部 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8231-1
太平洋クラブ　大洗シャーウッドコース 茨城県東茨城郡大洗町成田町3137
日立ゴルフクラブ 茨城県日立市滑川町3033
ザ・オーシャンゴルフクラブ 茨城県日立市小木津町771-1
ダイヤグリーン倶楽部 茨城県鉾田市借宿2222
鉾田グリーンゴルフクラブ 茨城県鉾田市菅野谷1061
ザ・ロイヤルゴルフクラブ 茨城県鉾田市大蔵200
白帆カントリークラブ 茨城県鉾田市半原308-4
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茨城パシフィックカントリー倶楽部 茨城県北茨城市関南町神岡上小沢1113
龍ヶ崎カントリー倶楽部 茨城県龍ケ崎市泉町2080
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市泉町字原口1592-77 
ベルセルバカントリークラブ 栃木県さくら市鹿子畑字高山1408-2
紫塚ゴルフ倶楽部 栃木県さくら市早乙女2068
セブンハンドレッドクラブ 栃木県さくら市早乙女2370
喜連川カントリー俱楽部 栃木県さくら市穂積533-1
大日向カントリー倶楽部 栃木県さくら市鷲宿3880
JGM宇都宮ゴルフクラブ 栃木県宇都宮市横山町1304
ニューセントラルゴルフ倶楽部 栃木県宇都宮市下田原町1525
ロイヤルカントリークラブ 栃木県宇都宮市宮山田町1319
サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市上横倉町1000
宇都宮カンツリークラブ 栃木県宇都宮市上戸祭町3100
鶴カントリー倶楽部 栃木県宇都宮市新里町甲1081
イーストウッドカントリークラブ 栃木県宇都宮市冬室町1039-3
レイクランドカントリークラブ 栃木県宇都宮市福岡町1086
ロペ倶楽部 栃木県塩谷郡塩谷町大字大久保1859-1
栃の木カントリークラブ 栃木県塩谷郡塩谷町東房523
東雲ゴルフクラブ 栃木県塩谷郡高根沢町亀梨630
栃木県民ゴルフ場 栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺字上川原828
宇都宮ガーデンゴルフクラブ 栃木県塩谷郡高根沢町文挟上和田764-3
星の宮カントリー倶楽部 栃木県下都賀郡壬生町壬生甲 3705-1
宮の森カントリー倶楽部 栃木県下都賀郡壬生町大字上田字上原 563-1
ゴールド　佐野カントリークラブ 栃木県佐野市岩崎町1616
唐沢ゴルフ倶楽部　三好コース 栃木県佐野市岩崎町1975
佐野ゴルフクラブ 栃木県佐野市赤見町5170
太平洋クラブ　佐野ヒルクレストコース 栃木県佐野市船越町2854
皐月ゴルフ倶楽部　佐野コース 栃木県佐野市船越町3183
足利カントリークラブ 栃木県佐野市飛駒町6380
唐沢ゴルフ倶楽部　唐沢コース 栃木県佐野市富士町 1
鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 栃木県鹿沼市下久我 1820
南摩城カントリークラブ 栃木県鹿沼市下南摩町982-2
ディアレイク・カントリー倶楽部 栃木県鹿沼市玉田町1200
トミーヒルズゴルフクラブ　鹿沼コース 栃木県鹿沼市口粟野2125
皐月ゴルフ倶楽部　鹿沼コース 栃木県鹿沼市酒野谷1240
南栃木ゴルフ倶楽部 栃木県鹿沼市上永野2585
鷹ゴルフ倶楽部 栃木県鹿沼市深程1482
八洲カントリークラブ 栃木県鹿沼市深程1746
広陵カントリークラブ 栃木県鹿沼市西鹿沼町入山 1140-2
思い川ゴルフ倶楽部 栃木県鹿沼市西沢町1805-1
鹿沼カントリー倶楽部 栃木県鹿沼市藤江町1545-2
鹿沼72カントリークラブ 栃木県鹿沼市楡木町1475
小山ゴルフクラブ 栃木県小山市喜沢1140
ひととのやカントリー倶楽部 栃木県小山市神鳥谷 2243
ゴールデン　レイクスカントリークラブ 栃木県真岡市三谷827
東都栃木カントリー倶楽部 栃木県真岡市青谷60
もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 栃木県真岡市中 1345-18
オリムピック・スタッフ　足利ゴルフコース 栃木県足利市樺崎町1873
東松苑ゴルフ倶楽部 栃木県足利市駒場町1234
城山カントリー倶楽部 栃木県足利市小俣町4008
足利城ゴルフ倶楽部 栃木県足利市田島町字坊之入2127-1
つつじヶ丘カントリー倶楽部 栃木県足利市板倉町梨木沢1570
足利渡良瀬ゴルフ場 栃木県足利市野田町 2226-1
千成ゴルフクラブ 栃木県大田原市大神633
琵琶池ゴルフ倶楽部 栃木県大田原市藤沢91-4
那須野ヶ原カントリークラブ 栃木県大田原市南金丸2025
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大田原ゴルフ倶楽部 栃木県大田原市八塩517
ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン 栃木県大田原市福原2002
那須黒羽ゴルフクラブ 栃木県大田原市北野上3346-1
ゴルフ倶楽部　ゴールデンウッド 栃木県大田原市北野上3604-2
プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市梓町455-1
大平台カントリークラブ 栃木県栃木市皆川城内町2498
皆川城カントリークラブ 栃木県栃木市皆川城内町2611-2
IWAFUNE GOLF CLUB 栃木県栃木市岩舟町小野寺3980
桃里カントリー倶楽部 栃木県栃木市岩舟町小野寺4925
栃木カントリークラブ 栃木県栃木市岩出町616
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 栃木県栃木市細堀町376
エヴァンタイユゴルフクラブ 栃木県栃木市小野口町1237-1
あさひヶ丘カントリークラブ 栃木県栃木市小野口町1351
TOCHIGI North Hills Golf Course 栃木県栃木市尻内町戸井越984-1
大倉カントリー倶楽部 栃木県栃木市西方町真名子2800
トムソンカントリー倶楽部 栃木県栃木市西方町本城1451
ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ 栃木県栃木市千塚町561
アパリゾート栃木の森ゴルフコース 栃木県栃木市大久保町888
オリムピック・スタッフ　都賀ゴルフコース 栃木県栃木市都賀町臼久保395
ハーモニーヒルズゴルフクラブ 栃木県栃木市都賀町大柿2464
東武藤が丘カントリー倶楽部 栃木県栃木市藤岡町太田3857-1
渡良瀬カントリークラブ 栃木県栃木市藤岡町藤岡2000
アゼリアヒルズカントリークラブ 栃木県栃木市梅沢町1
風月カントリー俱楽部 栃木県那須烏山市城山2641
G7　カントリー倶楽部 栃木県那須烏山市森田76-1
烏山城カントリークラブ 栃木県那須烏山市大桶2401
塩原カントリークラブ 栃木県那須塩原市折戸148
ホウライカントリー倶楽部 栃木県那須塩原市千本松793
西那須野カントリークラブ 栃木県那須塩原市千本松804-2
那須ハイランドゴルフクラブ 栃木県那須塩原市板室字新沢名道703-2
那須小川ゴルフクラブ 栃木県那須郡那珂川町三輪1283
うぐいすの森ゴルフクラブ&ホテル馬頭 栃木県那須郡那珂川町盛泉1500
馬頭ゴルフ倶楽部 栃木県那須郡那珂川町谷川1961
ジュンクラシックカントリークラブ 栃木県那須郡那珂川町片平914
那須霞ヶ城ゴルフクラブ 栃木県那須郡那須町伊王野2710
那須カントリークラブ 栃木県那須郡那須町寺子乙677-28
那須伊王野カントリークラブ 栃木県那須郡那須町大字伊王野591
25那須ゴルフガーデン 栃木県那須郡那須町大字高久甲6437
那須国際カントリークラブ 栃木県那須郡那須町大字高久丙1792
那須ゴルフ倶楽部 栃木県那須郡那須町大字湯本212
那須ちふり湖カントリークラブ 栃木県那須郡那須町豊原乙2486-5
杉ノ郷カントリークラブ 栃木県日光市塩野室町1863
ピートダイゴルフクラブ　VIPコース 栃木県日光市嘉多蔵668
きぬがわ高原カントリークラブ 栃木県日光市五十里字東山722
鬼怒川カントリークラブ 栃木県日光市高徳62
ラインヒルゴルフクラブ 栃木県日光市手岡1252
日光霧降カントリークラブ 栃木県日光市所野1538-18
日光運動公園市民ゴルフ場 栃木県日光市所野2832-2
日光カンツリー倶楽部 栃木県日光市所野2833
ピートダイゴルフクラブ　Royalコース 栃木県日光市大沢町石神1209
サンレイクカントリークラブ 栃木県日光市長畑4337
益子カントリー倶楽部 栃木県芳賀郡益子町大字上大羽2268
ましこゴルフ倶楽部 栃木県芳賀郡益子町大沢2202-8
益子ヒルズゴルフクラブ 栃木県芳賀郡益子町大沢2942-1
芳賀カントリークラブ 栃木県芳賀郡市貝町市塙4933
新宇都宮カントリークラブ 栃木県芳賀郡市貝町大谷津1180

4
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ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 栃木県芳賀郡芳賀町給部268-6
関東国際カントリークラブ 栃木県芳賀郡茂木町大字下菅又735
希望丘カントリークラブ 栃木県芳賀郡茂木町大字深沢2120
東ノ宮カントリークラブ 栃木県芳賀郡茂木町木幡181
メイフラワーゴルフクラブ 栃木県矢板市上伊佐野1020
アローエースゴルフクラブ 栃木県矢板市成田1625-1
矢板カントリークラブ 栃木県矢板市平野1364
大間々ゴルフクラブ 群馬県みどり市大間々町高津戸1441
THE RAYSUM（旧レーサム ゴルフ＆スパ リゾート） 群馬県安中市安中5853
下秋間カントリークラブ 群馬県安中市下秋間4385
高梨子倶楽部 群馬県安中市松井田町高梨子660
ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 群馬県安中市松井田町坂本1417
熱海倶楽部　東軽井沢ゴルフコース 群馬県安中市松井田町土塩2934
太平洋クラブ　高崎コース 群馬県安中市上後閑477
梅ノ郷ゴルフ倶楽部 群馬県安中市中秋間198-4
下仁田カントリークラブ 群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山625
小幡郷ゴルフ倶楽部 群馬県甘楽郡甘楽町小幡1535　
甘楽カントリークラブ 群馬県甘楽郡甘楽町天引1955
赤城カントリー倶楽部 群馬県桐生市新里町高泉531-2
桐生カントリークラブ 群馬県桐生市新里町赤城山1113
関越ゴルフ倶楽部　中山コース 群馬県吾妻郡高山村大字尻高字北山4469-4
高山ゴルフ倶楽部 群馬県吾妻郡高山村大字中山6852-1
ノーザンカントリークラブ　上毛ゴルフ場 群馬県吾妻郡高山村中山6860-1
草津カントリークラブ 群馬県吾妻郡草津町前口3-45
草津高原ゴルフ場 群馬県吾妻郡草津町大字草津字白根国有林154林班
美野原カントリークラブ 群馬県吾妻郡中之条町大字五反田3483-1
軽井沢高原ゴルフ倶楽部 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢2032
太平洋クラブ　軽井沢リゾート 群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢2032-279
プレジデントカントリー倶楽部　軽井沢 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16
嬬恋高原ゴルフ場 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原字上野1449-3
Royal Blue Golf Resort 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大笹字大平1832-1
プリンスランドゴルフクラブ 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前細原2277
伊香保ゴルフ倶楽部 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岡崎1301
吉井カントリークラブ 群馬県高崎市吉井町下奥平554
サンコー72カントリークラブ 群馬県高崎市吉井町岩崎2179
関越ハイランドゴルフクラブ 群馬県高崎市吉井町長根2718
吉井南陽台ゴルフコース 群馬県高崎市吉井町南陽台
榛名の森カントリークラブ 群馬県高崎市倉渕町権田5344
JGMベルエアゴルフクラブ 群馬県高崎市中室田町3801
ローランドゴルフ倶楽部 群馬県高崎市箕郷町中野73
玉村ゴルフ場 群馬県佐波郡玉村町角渕5006
新玉村ゴルフ場 群馬県佐波郡玉村町大字川井1065-1
伊香保カントリークラブ 群馬県渋川市伊香保町伊香保654
白水ゴルフ倶楽部 群馬県渋川市横堀1676
しぶかわCC 群馬県渋川市石原羽生平2257-12
赤城ゴルフ倶楽部 群馬県渋川市赤城町南赤城山400
ノーザンカントリークラブ　赤城ゴルフ場 群馬県渋川市赤城町北赤城山15-64
伊香保国際カンツリークラブ 群馬県渋川市川島2470-8
ゴルフクラブスカイリゾート 群馬県沼田市白沢町高平2537-1
初穂カントリークラブ 群馬県沼田市白沢町上古語父2440
前橋ゴルフ場 群馬県前橋市川原町1-42-4
赤城国際カントリークラブ 群馬県前橋市富士見町赤城山2036
太田双葉カントリークラブ 群馬県太田市西長岡町1524
鳳凰ゴルフ倶楽部 群馬県太田市北金井903
緑野カントリークラブ 群馬県藤岡市下日野乙239
グリーンパークカントリークラブ 群馬県藤岡市下日野字恋の沢1581
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ツインレイクスカントリー倶楽部 群馬県藤岡市高山169-1
メイレイクヒルズカントリークラブ 群馬県藤岡市三本木1039
エースゴルフ倶楽部　藤岡コース 群馬県藤岡市上日野325
上武カントリークラブ　 群馬県藤岡市浄法寺2827
藤岡ゴルフクラブ 群馬県藤岡市白石2925
富岡ゴルフ倶楽部 群馬県富岡市下丹生914
PGM富岡カントリークラブ　ノースコース 群馬県富岡市小桑原432
シルクカントリー倶楽部 群馬県富岡市上丹生3202
PGM富岡カントリークラブ　サウスコース（旧：富岡カントリークラブ） 群馬県富岡市星田814-1
富岡倶楽部 群馬県富岡市藤木621-1
妙義カントリークラブ 群馬県富岡市妙義町菅原2678
倶楽部　我山 群馬県富岡市野上1063
霞山カントリー倶楽部 群馬県北群馬郡榛東村山子田2707
板倉ゴルフ場 群馬県邑楽郡板倉町板倉777
群馬カントリークラブ 群馬県利根郡みなかみ町師田630
水上高原ゴルフコース 群馬県利根郡みなかみ町藤原6152-1
昭和の森ゴルフ場 群馬県利根郡昭和村川額3573-4
浦和ゴルフ倶楽部 埼玉県さいたま市桜区新開3-13-1
ノーザンカントリークラブ　錦ヶ原ゴルフ場 埼玉県さいたま市西区塚本町2-22-1
大宮カントリークラブ 埼玉県さいたま市西区飯田新田40
大宮国際カントリークラブ 埼玉県さいたま市西区宝来910
KOSHIGAYA GOLF CLUB 埼玉県吉川市大字吉屋525
武蔵カントリー倶楽部　笹井コース 埼玉県狭山市笹井412
東京ゴルフ倶楽部 埼玉県狭山市柏原1984
ヘリテイジゴルフコース 埼玉県熊谷市小江川228
太平洋クラブ　江南コース 埼玉県熊谷市千代985
熊谷ゴルフクラブ 埼玉県熊谷市大字石原1431
大麻生ゴルフ場 埼玉県熊谷市大麻生753
戸田パブリックゴルフコース 埼玉県戸田市美女木6-18-5
鴻巣カントリークラブ 埼玉県鴻巣市関新田2123
北武蔵カントリークラブ 埼玉県児玉郡児玉町塩谷1000
上里ゴルフ場 埼玉県児玉郡上里町大字黛95
埼玉国際ゴルフ倶楽部 埼玉県児玉郡神川町大字下阿久原1603-1
こだま神川カントリークラブ 埼玉県児玉郡神川町渡瀬1492-1
オリムピック・カントリークラブレイク　つぶらだコース 埼玉県児玉郡美里町大字広木2461-1
美里ロイヤルゴルフクラブ 埼玉県児玉郡美里町大字猪俣2494
美里ゴルフ倶楽部 埼玉県児玉郡美里町大字猪俣3499
西武園ゴルフ場 埼玉県所沢市荒幡1464
大宮ゴルフコース 埼玉県上尾市中分6-40
リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 埼玉県上尾市平方2606-1
岡部チサンカントリークラブ 埼玉県深谷市山崎600
霞ヶ関カンツリー倶楽部 埼玉県川越市笠幡3398
川越グリーンクロス 埼玉県川越市古谷本郷865-1
川口市浮間ゴルフ場 埼玉県川口市飯原町14-1
長瀞カントリークラブ 埼玉県大里郡寄居町金尾428
平成倶楽部鉢形城コース 埼玉県大里郡寄居町大字鉢形3212
寄居カントリークラブ 埼玉県大里郡寄居町大字牟礼1286
森林公園ゴルフ倶楽部 埼玉県大里郡寄居町牟礼1132
秩父国際カントリークラブ 埼玉県秩父郡皆野町三沢4633-1
ミッションヒルズカントリークラブ 埼玉県秩父郡皆野町大字国神字妙ヶ平1686
東都埼玉カントリー倶楽部 埼玉県秩父郡小鹿野町長留1860
ユニオンエースゴルフクラブ 埼玉県秩父市下吉田8371-3
キングダムゴルフクラブ 埼玉県秩父市荒川小野原607
東都秩父カントリー倶楽部 埼玉県秩父市蒔田1514-3
ザナショナルカントリー倶楽部　埼玉 埼玉県秩父市小柱685
彩の森カントリークラブ 埼玉県秩父市品沢坊ヶ入1641
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朝霞パブリックゴルフ場 埼玉県朝霞市上内間木217
高坂カントリークラブ 埼玉県東松山市高坂1916-1
清澄ゴルフ倶楽部 埼玉県東松山市大字神戸1875
武蔵松山カントリークラブ 埼玉県東松山市大字神戸字新沼2275-1
東松山カントリークラブ 埼玉県東松山市大字大谷1111
川越カントリークラブ 埼玉県東松山市大字大谷4189
日高カントリー倶楽部 埼玉県日高市高萩1203
Jゴルフ鶴ヶ島 埼玉県日高市新堀1070
高麗川カントリークラブ 埼玉県日高市大字北平沢1485
新武蔵丘ゴルフコース 埼玉県日高市梅原372
武蔵の杜カントリークラブ 埼玉県入間郡越生町上谷1028
日本カントリークラブ 埼玉県入間郡越生町大字大谷138
入間カントリー倶楽部 埼玉県入間郡越生町大字如意1159-1
JGMおごせゴルフクラブ 埼玉県入間郡越生町津久根830
オリムピックナショナルゴルフクラブ　EAST 埼玉県入間郡毛呂山町阿諏訪154
さいたまゴルフクラブ（旧：埼玉GC） 埼玉県入間郡毛呂山町大字葛貫1200
オリムピックナショナルゴルフクラブ　WEST 埼玉県入間郡毛呂山町滝ノ入1724
狭山ゴルフ・クラブ 埼玉県入間市下谷ケ貫492
武蔵カントリー倶楽部　豊岡コース 埼玉県入間市小谷田961
飯能ゴルフクラブ 埼玉県飯能市芦苅場495
東都飯能カントリー倶楽部 埼玉県飯能市下赤工785
飯能パークカントリークラブ 埼玉県飯能市下直竹字郷戸415-1
飯能グリーンカントリークラブ 埼玉県飯能市久須美292
飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市大字小岩井350
武蔵丘ゴルフコース 埼玉県飯能市中山665
久邇カントリークラブ 埼玉県飯能市平松470
さいたま梨花カントリークラブ 埼玉県比企郡ときがわ町西平2042
玉川カントリークラブ 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川3966-3
越生ゴルフクラブ 埼玉県比企郡ときがわ町大字番匠61
おおむらさきゴルフ倶楽部 埼玉県比企郡滑川町中尾1185
高根カントリー倶楽部 埼玉県比企郡滑川町福田4045
富貴ゴルフ倶楽部 埼玉県比企郡吉見町大字江綱817-5
吉見ゴルフ場 埼玉県比企郡吉見町地頭方680
アドニス小川カントリー倶楽部 埼玉県比企郡小川町青山2100
小川カントリークラブ 埼玉県比企郡小川町大字小川1619
石坂ゴルフ倶楽部 埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24
武蔵ゴルフクラブ 埼玉県比企郡鳩山町大字小用1026
鳩山カントリークラブ 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋1186-2
嵐山カントリークラブ 埼玉県比企郡嵐山町鎌形1146
児玉カントリー倶楽部 埼玉県本庄市児玉町秋山3012
こだまゴルフクラブ 埼玉県本庄市児玉町入浅見1060
ABC　いすみゴルフコース 千葉県いすみ市国府台小倉山1800
万木城カントリークラブ 千葉県いすみ市作田2
大原・御宿ゴルフコース 千葉県いすみ市大原台200
大多喜カントリークラブ 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜2419
大多喜城ゴルフ倶楽部 千葉県夷隅郡大多喜町上原1090
マグレガーカントリークラブ 千葉県夷隅郡大多喜町上原西部田柳原入会2-1
千葉夷隅ゴルフクラブ 千葉県夷隅郡大多喜町板谷588
花生カントリークラブ 千葉県夷隅郡大多喜町平沢字鍵坂1523-18
泉カントリー俱楽部 千葉県印西市吉田456
総武カントリークラブ　総武コース 千葉県印西市草深302
総武カントリークラブ　印旛コース 千葉県印西市造谷495
総武カントリークラブ　北コース 千葉県印西市造谷495-2
アコーディア・ゴルフ　習志野カントリークラブ 千葉県印西市大森7
成田ヒルズカントリークラブ 千葉県印旛郡栄町龍角寺1236-3
我孫子ゴルフ倶楽部 千葉県我孫子市岡発戸1110
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東我孫子カントリークラブ 千葉県我孫子市青山895
鎌ヶ谷カントリークラブ 千葉県鎌ケ谷市中沢1348
鴨川カントリークラブ 千葉県鴨川市和泉2607
館山カントリークラブ 千葉県館山市坂井772-54
房州カントリークラブ 千葉県館山市藤原1128
君津香木原カントリークラブ 千葉県君津市香木原288
鹿野山ゴルフ倶楽部 千葉県君津市鹿野山288
上総富士ゴルフクラブ 千葉県君津市大坂富士山1639
ゴールド　木更津カントリークラブ 千葉県君津市大野台765-2
新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 千葉県君津市東猪原12
ロイヤルスターゴルフクラブ 千葉県君津市平山32-1
ジャパンPGAゴルフクラブ 千葉県君津市平田223
上総モナークカントリークラブ 千葉県君津市柳城856-2
神崎カントリー倶楽部 千葉県香取郡神崎町古原乙213
東京国際空港ゴルフ倶楽部 千葉県香取郡多古町船越2599
ゴルフ倶楽部　成田ハイツリー 千葉県香取郡多古町大門659
多古カントリークラブ 千葉県香取郡多古町飯笹1315
東庄ゴルフ倶楽部 千葉県香取郡東庄町東和田329
小見川東急ゴルフクラブ 千葉県香取市一ノ分目字神明496-1
オーク・ヒルズカントリークラブ 千葉県香取市苅毛893
成田東カントリークラブ 千葉県香取市山倉1367
成田の森カントリークラブ 千葉県香取市山倉2628-4
アコーディア・ゴルフ　空港ゴルフコース　成田（旧：習志野カントリークラブ　空港コース） 千葉県香取市小川1371-1
香取カントリークラブ 千葉県香取市織畑1177
佐原カントリークラブ 千葉県香取市多田89
グレンオークスカントリークラブ 千葉県香取市沢442
千葉桜の里ゴルフクラブ 千葉県香取市田部1434
アコーディアガーデン志津（ショートコース実施要領外） 千葉県佐倉市下志津1300
麻倉ゴルフ倶楽部 千葉県佐倉市内田670
佐倉カントリー倶楽部 千葉県佐倉市飯田1000
カレドニアン・ゴルフクラブ 千葉県山武郡横芝光町長倉1658
イーグルレイクゴルフクラブ 千葉県山武郡芝山町境字五丈201
京カントリークラブ 千葉県山武郡芝山町山田1281
富里ゴルフ倶楽部 千葉県山武郡芝山町小原子773
芝山ゴルフ倶楽部 千葉県山武郡芝山町大台2176
山田ゴルフ倶楽部 千葉県山武市松尾町下大蔵790
ラフォーレ&松尾ゴルフ倶楽部 千葉県山武市松尾町八田1563
山武グリーンカントリー倶楽部 千葉県山武市椎崎1552
四街道ゴルフ倶楽部 千葉県四街道市小名木268
浜野ゴルフクラブ 千葉県市原市永吉937
太平洋クラブ　市原コース 千葉県市原市奥野151
ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 千葉県市原市皆吉1627-1
千葉よみうりカントリークラブ 千葉県市原市岩字三重山1
市原ゴルフクラブ　柿の木台コース 千葉県市原市牛久1293
加茂ゴルフ倶楽部 千葉県市原市月出81
森永高滝カントリー倶楽部 千葉県市原市古敷谷1919
かずさカントリークラブ 千葉県市原市古敷谷975
富士市原ゴルフクラブ 千葉県市原市古敷谷権現代1685
ゴルフ5カントリー　オークビレッヂ 千葉県市原市国本767
ブリック&ウッドクラブ 千葉県市原市山口
日本長江ゴルフクラブ 千葉県市原市山口字三重山4
ザナショナルカントリー倶楽部　千葉 千葉県市原市寺谷666
鳳琳カントリー倶楽部 千葉県市原市小草畑244
ムーンレイクゴルフクラブ　鶴舞コース 千葉県市原市小草畑577
千葉セントラルゴルフクラブ 千葉県市原市松崎281-1
ニュー南総ゴルフ倶楽部 千葉県市原市上高根1616-1
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南総カントリークラブ 千葉県市原市上高根1683-1
キングフィールズゴルフクラブ 千葉県市原市新巻377
千葉新日本ゴルフ倶楽部 千葉県市原市新巻850
ムーンレイクゴルフクラブ　市原コース 千葉県市原市新生603
千葉パブリックゴルフコース 千葉県市原市川在974
源氏山ゴルフクラブ 千葉県市原市大桶字白畑956-1
立野クラシックゴルフ倶楽部 千葉県市原市中高根1166
鶴舞カントリー倶楽部 千葉県市原市田尾1293-2
南市原ゴルフクラブ 千葉県市原市田淵1
市原京急カントリークラブ 千葉県市原市馬立3022-13
ベルセルバカントリークラブ　市原コース 千葉県市原市平蔵2579-1
大千葉カントリー倶楽部 千葉県市原市平蔵3310
米原ゴルフ倶楽部 千葉県市原市米原1639-1
市原ゴルフクラブ　市原コース 千葉県市原市奉免855
姉ヶ崎カントリー倶楽部 千葉県市原市立野165-1
勝浦ゴルフ倶楽部 千葉県勝浦市市野川628
勝浦東急ゴルフコース 千葉県勝浦市松部361
江戸川ラインゴルフ　松戸コース 千葉県松戸市上矢切1717
白鳳カントリー倶楽部 千葉県成田市磯部8
キャスコ花葉CLUB本コース・花葉コース 千葉県成田市猿山1261-1
大栄カントリー倶楽部 千葉県成田市横山638
グリッサンドゴルフクラブ 千葉県成田市十余三30
TJK成田ビューゴルフコース 千葉県成田市小菅661
PGM総成ゴルフクラブ 千葉県成田市西和泉729
太平洋クラブ　成田コース 千葉県成田市川栗240
成田ゴルフ倶楽部 千葉県成田市大室127
長太郎カントリークラブ 千葉県成田市奈土1413-1
成田フェアフィールドゴルフクラブ 千葉県成田市南羽鳥字殿迎764
スカイウェイカントリークラブ 千葉県成田市幡谷941-1
鷹之台カンツリー倶楽部 千葉県千葉市花見川区横戸町1501
千葉市民ゴルフ場 千葉県千葉市若葉区下田町1005
京葉カントリー倶楽部 千葉県千葉市若葉区多部田町802
袖ヶ浦カンツリークラブ　新袖コース 千葉県千葉市若葉区富田町1140
東京クラシッククラブ 千葉県千葉市若葉区和泉町365
東急セブンハンドレッドクラブ 千葉県千葉市緑区小山町359-6
本千葉カントリークラブ 千葉県千葉市緑区大金沢町311
ゴルフパートナー千葉練習場（ショートコース実施要領外） 千葉県千葉市緑区土気町1400-19 
平川カントリークラブ 千葉県千葉市緑区平川町405
袖ヶ浦カンツリークラブ　袖ヶ浦コース 千葉県千葉市緑区辺田町567
木更津ゴルフクラブ 千葉県袖ケ浦市下宮田216
東京湾カントリークラブ 千葉県袖ケ浦市蔵波1147
カメリアヒルズカントリークラブ 千葉県袖ケ浦市大竹265
季美の森ゴルフ倶楽部 千葉県大網白里市季美の森南2-49
ヌーヴェルゴルフ倶楽部 千葉県大網白里市金谷郷3151-1
レインボーヒルズカントリークラブ 千葉県銚子市諸持町861
一の宮カントリー倶楽部 千葉県長生郡一宮町東浪見3166
グレートアイランド倶楽部 千葉県長生郡長南町佐坪1782
ラ・ヴィスタゴルフリゾート 千葉県長生郡長南町佐坪373
ゴールデン　クロスカントリークラブ 千葉県長生郡長南町市野々575
トーヨーカントリークラブ 千葉県長生郡長南町市野々685
長南パブリックコース 千葉県長生郡長南町棚毛908
南茂原カントリークラブ 千葉県長生郡長南町地引742
アバイディングクラブゴルフソサエティ 千葉県長生郡長南町竹林10
長南カントリークラブ 千葉県長生郡長南町又富804
千葉国際カントリークラブ 千葉県長生郡長柄町山之郷754-32
ミルフィーユゴルフクラブ 千葉県長生郡長柄町長柄山1095-1
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丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町力丸354
むつざわゴルフパーク（旧デイスターゴルフクラブ） 千葉県長生郡睦沢町佐貫4900
房総カントリークラブ　大上ゴルフ場 千葉県長生郡睦沢町妙楽寺1262
房総カントリークラブ　房総ゴルフ場 千葉県長生郡睦沢町妙楽寺2300
新千葉カントリー倶楽部 千葉県東金市家之子茨177
東千葉カントリークラブ 千葉県東金市滝503
コスモクラシッククラブ 千葉県南房総市平塚乙2-404
藤ヶ谷カントリークラブ 千葉県柏市泉2348
船橋カントリー倶楽部 千葉県白井市清戸703
千葉バーディクラブ 千葉県八街市小谷流591
中山カントリークラブ 千葉県八千代市桑橋1299
太平洋クラブ　八千代コース 千葉県八千代市米本2834
ブリストルヒルゴルフクラブ 千葉県富津市亀沢619
東京ベイサイドゴルフコース 千葉県富津市竹岡4277-2
総丘カントリー倶楽部 千葉県富津市田原1021
南総ヒルズカントリークラブ 千葉県富津市田倉865番地1
久能カントリー倶楽部 千葉県富里市久能722
真名カントリークラブ　ゲーリー・プレーヤーコース 千葉県茂原市真名1744
茂原カントリー倶楽部 千葉県茂原市中善寺700
ムーンレイクゴルフクラブ　茂原コース 千葉県茂原市長尾1647
ザ・カントリークラブ・ジャパン 千葉県木更津市茅野七曲905
PGMマリアゴルフリンクス 千葉県木更津市真里谷2935-7
アクアラインゴルフクラブ 千葉県木更津市真里谷4345-3
野田市パブリックゴルフ場　けやきコース 千葉県野田市三ツ堀1350-1
野田市パブリックゴルフ場　ひばりコース 千葉県野田市瀬戸1111
クリアビューゴルフクラブ＆ホテル 千葉県野田市瀬戸548
千葉カントリー倶楽部　川間コース 千葉県野田市中里3477
紫カントリークラブ　あやめコース 千葉県野田市鶴奉463-1
千葉カントリー倶楽部　梅郷コース 千葉県野田市堤根167
千葉カントリー倶楽部　野田コース 千葉県野田市蕃昌4
紫カントリークラブ　すみれコース 千葉県野田市目吹111
立川国際カントリー倶楽部 東京都あきる野市草花2390
東京五日市カントリー倶楽部 東京都あきる野市網代７４５
多摩カントリークラブ 東京都稲城市坂浜3360
東京よみうりカントリークラブ 東京都稲城市坂浜685
よみうりゴルフ倶楽部 東京都稲城市矢野口3376-1
若洲ゴルフリンクス 東京都江東区若洲3-1-2
小金井カントリー倶楽部 東京都小平市御幸町331
昭和の森ゴルフコース 東京都昭島市つつじが丘1-1-7
青梅ゴルフ倶楽部 東京都青梅市根ヶ布1-490
東京バーディクラブ 東京都青梅市小曾木5-2943
新東京都民ゴルフ場 東京都足立区新田1-15-1
府中カントリークラブ 東京都多摩市中沢1-41-1
桜ヶ丘カントリークラブ 東京都多摩市連光寺2985
伊豆大島リゾートゴルフクラブ（旧大島ゴルフクラブ） 東京都大島町岡田大久保26
東京国際ゴルフ倶楽部 東京都町田市下小山田町1668
東宝調布スポーツパークゴルフコース 東京都調布市多摩川2-29-1
武蔵野ゴルフクラブ 東京都八王子市宮下町656
八王子カントリークラブ 東京都八王子市川口町2352
GMG八王子ゴルフ場 東京都八王子市川口町3515
相武カントリー倶楽部 東京都八王子市大船町620
赤羽ゴルフ場 東京都北区浮間2-18-7
大相模カントリークラブ 神奈川県愛甲郡愛川町三増1764-4
東名厚木カントリー倶楽部 神奈川県愛甲郡愛川町三増2607
清川カントリークラブ 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷657
小田急　藤沢ゴルフクラブ 神奈川県綾瀬市深谷南7-2-1
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伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市子易132
程ヶ谷カントリークラブ 神奈川県横浜市旭区上川井町1324
戸塚カントリークラブ 神奈川県横浜市旭区大池町26
磯子カンツリークラブ 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-43-24
横浜カントリークラブ 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町1025
鎌倉パブリックゴルフ場 神奈川県鎌倉市今泉5-1003
鎌倉カントリークラブ 神奈川県鎌倉市今泉5-1026
スリーハンドレッドクラブ 神奈川県茅ヶ崎市甘沼441
湘南カントリークラブ 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根4123
湘南シーサイドカントリー倶楽部 神奈川県茅ヶ崎市中島1567
GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス（旧茅ヶ崎ゴルフ倶楽部） 神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸9-38
厚木国際カントリー倶楽部 神奈川県厚木市下荻野1920
大厚木カントリークラブ　桜コース 神奈川県厚木市上荻野4088
大厚木カントリークラブ　本コース 神奈川県厚木市上荻野4088
中津川カントリークラブ 神奈川県厚木市中荻野細谷1941-1
本厚木カンツリークラブ 神奈川県厚木市飯山1700
葉山パブリックコース 神奈川県三浦郡葉山町上山口2800
葉山国際カンツリー倶楽部 神奈川県三浦郡葉山町木古庭1043-1
小田原城カントリー倶楽部 神奈川県小田原市根府川667
大秦野カントリークラブ 神奈川県秦野市横野500
東京カントリー倶楽部 神奈川県秦野市寺山1450
秦野カントリークラブ 神奈川県秦野市西田原花見平1400-5
太平洋クラブ　相模コース 神奈川県秦野市柳川大峯771-1
川崎国際生田緑地ゴルフ場 神奈川県川崎市多摩区枡形7-1-10
多摩川ゴルフ倶楽部 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1-1525
相模原ゴルフクラブ 神奈川県相模原市南区大野台4-30-1
津久井湖ゴルフ倶楽部 神奈川県相模原市緑区三ヶ木492
長竹カントリークラブ 神奈川県相模原市緑区長竹1838
相模湖カントリークラブ 神奈川県相模原市緑区牧野14342
神奈川カントリークラブ 神奈川県相模原市緑区牧野6977-1
相模野カントリー倶楽部 神奈川県相模原市緑区葉山島1010-1
湯河原カンツリー倶楽部 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2020
箱根湯の花ゴルフ場 神奈川県足柄下郡箱根町芦ノ湯93
箱根園ゴルフ場 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根138
富士屋ホテル仙石ゴルフコース 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1237
箱根湖畔ゴルフコース 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1242
箱根カントリー倶楽部 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245
大箱根カントリークラブ 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246
小田原湯本カントリークラブ 神奈川県足柄下郡箱根町湯本390-37
箱根くらかけゴルフ場 神奈川県足柄下郡箱根町箱根624-1
リバーサカワ・ゴルフクラブ 神奈川県足柄上郡山北町谷峨1096-1
小田原ゴルフ倶楽部　松田コース 神奈川県足柄上郡松田町寄321
チェックメイトカントリークラブ 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領3033-1
レインボーカントリー倶楽部 神奈川県足柄上郡中井町境別所726
相模カンツリー倶楽部 神奈川県大和市中央林間西7-1-1
レイクウッドゴルフクラブ 神奈川県中郡大磯町黒岩169
芙蓉カントリー倶楽部 神奈川県藤沢市大庭2320
塩山カントリー倶楽部 山梨県甲州市塩山中萩原字小林3683-1
勝沼ゴルフコース 山梨県甲州市勝沼町中原字向原5368-1
昇仙峡カントリークラブ 山梨県甲斐市牛句3859
甲斐ヒルズカントリー倶楽部　 山梨県甲斐市団子新居1927-4
サンメンバーズカントリークラブ 山梨県上野原市犬目525
桜ヒルズゴルフクラブ 山梨県上野原市秋山6298（6275）
上野原カントリークラブ 山梨県上野原市上野原6887
メイプルポイントゴルフクラブ 山梨県上野原市鶴島3600
オリムピックカントリークラブ　 山梨県上野原市野田尻3085
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レイク相模カントリークラブ 山梨県上野原市棡原5000
花咲カントリー倶楽部 山梨県大月市大月町花咲1872-1
大月カントリークラブ 山梨県大月市富浜町鳥沢7084
境川カントリー倶楽部     山梨県笛吹市境川町小黒坂2266
甲府国際カントリークラブ 山梨県笛吹市御坂町下黒駒3193
春日居ゴルフ倶楽部 山梨県笛吹市春日居町国府759
ウッドストックカントリークラブ　 山梨県笛吹市八代町竹居字大口山5740
富士リゾートカントリークラブ 山梨県都留市下谷3572
都ゴルフ倶楽部　 山梨県都留市戸沢1353
西東京ゴルフ倶楽部 山梨県都留市十日市場2108
中央都留カントリー倶楽部 山梨県都留市大幡舟井沢3036
大月ガーデンゴルフクラブ 　 山梨県都留市朝日馬場1407
都留カントリー倶楽部 山梨県都留市法能1452
身延山カントリークラブ 山梨県南巨摩郡身延町下山922
富士川カントリークラブ 山梨県南巨摩郡身延町西嶋3525 
隨縁カントリークラブ　センチュリー富士コース 山梨県南巨摩郡南部町万沢7079-1
富士ロイヤルカントリークラブ 山梨県南巨摩郡南部町万沢7483
フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ 山梨県南都留郡 鳴沢村絶頭7328-41 
富士ゴルフコース 山梨県南都留郡山中湖村山中262-1
富士桜カントリー倶楽部 山梨県南都留郡富士河口湖町小立7187-4
河口湖カントリークラブ 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6236
富士クラシック 山梨県南都留郡富士河口湖町富士ケ嶺2-2
鳴沢ゴルフ倶楽部　 山梨県南都留郡鳴沢村5224
富士レイクサイドカントリー倶楽部 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山8545-6
カントリークラブ　グリーンバレイ 山梨県韮崎市穂坂町上今井1849
丘の公園　清里ゴルフコース 山梨県北杜市高根町清里3545-5
小淵沢カントリークラブ 山梨県北杜市小淵沢町10060
シャトレーゼ　ヴィンテージゴルフ倶楽部 山梨県北杜市須玉町江草3072
北の杜カントリー倶楽部　 山梨県北杜市長坂町中島4402
甲斐駒カントリークラブ 山梨県北杜市武川町黒澤2149-8 
レイクウッドゴルフクラブ　サンパーク明野コース 山梨県北杜市明野町小笠原字大内窪3394-1
あづみ野カントリークラブ 長野県安曇野市穂高牧2050-1
穂高カントリークラブ 長野県安曇野市穂高牧2195
豊科カントリー倶楽部 長野県安曇野市豊科田沢8186-1
中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部　 長野県伊那市高遠町藤澤7051-11
信州伊那国際ゴルフクラブ 長野県伊那市西箕輪3350
伊那エースカントリークラブ 長野県伊那市富県入道前沢1120
塩嶺カントリークラブ 長野県塩尻市大字北小野4956
諏訪レイクヒルカントリークラブ 長野県岡谷市川岸7085
あららぎカントリークラブ 長野県下伊那郡阿智村浪合153
飯田カントリー倶楽部 長野県下伊那郡下條村陽皐1081
高森カントリークラブ 長野県下伊那郡高森町山吹6955-23
茶臼山ゴルフ倶楽部　ブナの嶺コース 長野県下伊那郡売木村軒川2653−3
平谷カントリー倶楽部 長野県下伊那郡平谷村合川403
志賀高原カントリークラブ 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬12793
鹿島南蓼科ゴルフコース 長野県茅野市豊平7702
三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 長野県茅野市豊平字東嶽10441
フォレストカントリークラブ三井の森 長野県茅野市豊平字東嶽4734−3888
蓼科東急ゴルフコース 長野県茅野市北山字鹿山4026-2
蓼科高原カントリークラブ 長野県茅野市北山蓼科4035
サニーカントリークラブ 長野県佐久市協和3491
望月東急ゴルフクラブ 長野県佐久市協和3597-27
望月カントリークラブ 長野県佐久市協和4194-6
小諸高原ゴルフクラブ 長野県小諸市滝原1101
松本浅間カントリークラブ 長野県松本市大字洞902
松本カントリークラブ　 長野県松本市大字内田字三ツヤ2681
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斑尾東急ゴルフクラブ 長野県上水内郡信濃町古海3575-8
信濃ゴルフ倶楽部 長野県上水内郡信濃町大井高山2433
長野国際カントリークラブ 長野県上水内郡飯綱町牟礼1313
上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部 長野県上田市菅平高原1223-3307
上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 長野県上田市藤原田1038-1
富士見高原ゴルフコース 長野県諏訪郡富士見町境12067
諏訪湖カントリークラブ 長野県諏訪市大字四賀字霧ヶ峰7718-1
菅平グリーンゴルフ 長野県須坂市大字仁礼峰の原3153
千曲高原カントリークラブ 長野県千曲市八幡2
日向山高原ゴルフコース 長野県大町市平2020-1
斑尾高原カントリー倶楽部 長野県中野市大字豊津8156
川中嶋カントリークラブ 長野県長野市篠ノ井有旅5292
長野カントリークラブ 長野県長野市上ヶ屋2471
ウィーゴカントリー倶楽部 長野県長野市信更町田野口3956
南長野ゴルフ倶楽部 長野県長野市大岡中牧274-1
長野京急カントリークラブ 長野県長野市北郷2016
浅間高原カントリー倶楽部 長野県東御市和6411
佐久リゾートゴルフ倶楽部 長野県南佐久郡佐久穂町大字上884-3
小海リエックス・カントリークラブ 長野県南佐久郡小海町大字豊里5907
シャトレーゼ　カントリークラブ野辺山 長野県南佐久郡川上村御所平1841-5
八ヶ岳カントリークラブ 長野県南佐久郡南牧村海尻清水原1644-7
清里アーリーバードゴルフクラブ 長野県南佐久郡南牧村野辺山217-1
軽井沢プリンスホテルゴルフコース 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
晴山ゴルフ場 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
旧軽井沢ゴルフクラブ 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1372-3
中軽井沢カントリークラブ 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1166 
軽井沢ゴルフ倶楽部 長野県北佐久郡軽井沢町南ヶ丘3000
馬越ゴルフコース 長野県北佐久郡軽井沢町発地1399−35
三井の森軽井沢カントリー倶楽部 長野県北佐久郡軽井沢町発地941
軽井沢72ゴルフ 長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢
オーソルヴェール軽井沢俱楽部 長野県北佐久郡軽井沢町茂沢1-201
大浅間ゴルフクラブ 長野県北佐久郡御代田町塩野400-1
グランディ　軽井沢ゴルフクラブ 長野県北佐久郡御代田町豊昇1454
立科ゴルフ倶楽部 長野県北佐久郡立科町茂田井211
木曽カントリー倶楽部 長野県木曽郡木曽町開田高原末川3077
御岳ゴルフ＆リゾートホテル 長野県木曽郡木曽町三岳8222
木曽駒高原カントリークラブ 長野県木曽郡木曽町日義4898-8
伊東カントリークラブ 静岡県伊東市荻694-1 
サザンクロスカントリ－クラブ 静岡県伊東市吉田1006 
ゴールド　川奈カントリ－クラブ 静岡県伊東市吉田834 
川奈ホテルゴルフコ－ス 静岡県伊東市川奈1459
伊豆にらやまカントリークラブ 静岡県伊豆の国市中1613 
大熱海国際ゴルフクラブ 静岡県伊豆の国市長者原1240
富士箱根カントリークラブ 静岡県伊豆の国市奈古谷2225 
伊豆大仁カントリークラブ 静岡県伊豆の国市浮橋1198
伊豆スカイラインカントリー倶楽部 静岡県伊豆市上白岩2067-25
天城高原ゴルフコース 静岡県伊豆市菅引638-83
ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ 静岡県伊豆市大平1529 
フジ天城ゴルフ倶楽部 静岡県伊豆市大平柿木1190-1 
伊豆ハイツゴルフ倶楽部 静岡県伊豆市地蔵堂845-67 
修善寺カントリークラブ 静岡県伊豆市日向965 
伊豆国際カントリークラブ 静岡県伊豆市堀切1004-5 
中伊豆グリーンクラブ 静岡県伊豆市冷川1521-108
稲取ゴルフクラブ 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3337 
伊豆下田カントリークラブ 静岡県賀茂郡南伊豆町入間2383-1 
静岡よみうりカントリークラブ 静岡県掛川市家代1188 
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掛川グリーンヒルカントリークラブ 静岡県掛川市寺島1000 
ミオス菊川カントリークラブ 静岡県掛川市小貫1357 
菊川カントリークラブ　 静岡県菊川市富田230 
ホロンゴルフ倶楽部 静岡県菊川市友田1028-10 
花の山ゴルフセンター 静岡県湖西市太田395-5
浜名湖カントリ－クラブ 静岡県湖西市白須賀5739 
静岡カントリー　浜岡コース&ホテル 静岡県御前崎市門屋2070-2 
太平洋クラブ　御殿場WEST 静岡県御殿場市印野1044-1 
小田原ゴルフ倶楽部　日動御殿場コース 静岡県御殿場市神山1916 
ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 静岡県御殿場市神山1918 
レンブラントゴルフ倶楽部御殿場 静岡県御殿場市神山1922-1 
御殿場ゴルフ倶楽部 静岡県御殿場市神山1924-2 
御殿場東名ゴルフクラブ 静岡県御殿場市神場1530-2 
富士平原ゴルフクラブ 静岡県御殿場市水土野300-1 
富士カントリー倶楽部 静岡県御殿場市東山2472 
太平洋クラブ 御殿場コース 静岡県御殿場市板妻941-1 
グランフィールズカントリークラブ 静岡県三島市五輪4716 
三島カントリークラブ 静岡県三島市徳倉1195 
芦の湖カントリークラブ 静岡県三島市南原菅4708 
三木の里カントリークラブ 静岡県周智郡森町一宮799 
ザ・フォレストカントリークラブ 静岡県周智郡森町橘576-3 
足柄森林カントリー倶楽部 静岡県駿東郡小山町桑木658 
富士グリーンヒルゴルフコース 静岡県駿東郡小山町上野1492
富士ヘルス カントリークラブ 静岡県駿東郡小山町上野1492
ギャツビイゴルフクラブ 静岡県駿東郡小山町新柴504-1 
富士篭坂36ゴルフ倶楽部 静岡県駿東郡小山町須走121 
富士の杜ゴルフクラブ 静岡県駿東郡小山町須走20-1 
東富士カントリークラブ 静岡県駿東郡小山町大御神604-3 
富士小山ゴルフクラブ 静岡県駿東郡小山町大御神894-1 
東名富士カントリークラブ 静岡県駿東郡小山町竹之下3417-1 
富士国際ゴルフ倶楽部 静岡県駿東郡小山町用沢1442-23 
三島ゴルフ倶楽部 静岡県駿東郡長泉町東野字八分平210-1 
富士エースゴルフ倶楽部 静岡県駿東郡長泉町東野字八分平655-1 
新沼津カントリークラブ 静岡県沼津市宮本223 
愛鷹シックスハンドレッドクラブ 静岡県沼津市宮本512 
沼津国際カントリークラブ 静岡県沼津市足高字尾ノ上441-334 
沼津ゴルフクラブ 静岡県沼津市足高尾上441 
裾野カンツリー倶楽部 静岡県裾野市今里1060 
ファイブハンドレッドクラブ 静岡県裾野市千福953-2
東名カントリークラブ 静岡県裾野市桃園300 
富士見ヶ丘カントリ－倶楽部 静岡県静岡市清水区宍原1456-2 
富嶽カントリークラブ 　 静岡県静岡市清水区宍原1783-1 
日本平ゴルフクラブ 静岡県静岡市清水区草薙428 
葛城ゴルフ倶楽部 静岡県袋井市宇刈2505-2 
静岡カントリー　袋井コース 静岡県袋井市国本1616 
かんなみスプリングスカントリークラブ 静岡県田方郡函南町桑原1300-146 
凾南ゴルフ倶楽部 静岡県田方郡函南町桑原高雄山1315-25
静岡カントリー　島田ゴルフコース 静岡県島田市船木3500 
藤枝ゴルフクラブ 静岡県藤枝市内瀬戸1193 
熱海ゴルフ倶楽部 静岡県熱海市伊豆山1171 
西熱海ゴルフコース 静岡県熱海市熱海1800
浜松シーサイドゴルフクラブ 静岡県磐田市鮫島4119－1
豊岡国際カントリークラブ 静岡県磐田市敷地1460-1 
浜松ビーチサイドゴルフ倶楽部 静岡県浜松市西区篠原町26902
グランディ　浜名湖ゴルフクラブ 静岡県浜松市西区村櫛町字志津ノ前4620
浜松カントリークラブ 静岡県浜松市天竜区渡ヶ島20-6 
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浜北森林ゴルフクラブ 静岡県浜松市浜北区尾野2615-5 
レイク浜松カントリークラブ 静岡県浜松市北区引佐町四方浄1 
いなさゴルフ倶楽部 静岡県浜松市北区引佐町川名20-10 
朝霧カントリークラブ 静岡県富士宮市根原380 
富士チサンカントリークラブ 静岡県富士宮市西山2662 
朝霧ジャンボリー ゴルフクラブ 静岡県富士宮市猪之頭2971 
小田急　西富士ゴルフ倶楽部 静岡県富士宮市内野1291-1 
G8　富士カントリークラブ 静岡県富士宮市北山7426-63 
富士宮ゴルフクラブ 静岡県富士宮市野中1127-1 
十里木カントリークラブ 静岡県富士市桑崎1016 
大富士ゴルフクラブ 静岡県富士市今宮1243 
南富士カントリー倶楽部 静岡県富士市大渕11702-3
相良カントリー倶楽部 静岡県牧之原市東萩間1128-1 
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