
【近畿農政局管内】

近江ヒルズゴルフ倶楽部 滋賀県蒲生郡日野町鎌掛1-314
蒲生ゴルフ倶楽部 滋賀県蒲生郡日野町中山742-1
日野ゴルフ倶楽部 滋賀県蒲生郡日野町杣1146-1
竜王ゴルフコース 滋賀県蒲生郡竜王町山中1391
ジャパンエースゴルフ倶楽部 滋賀県栗東市下戸山500番地
琵琶湖カントリー倶楽部 滋賀県栗東市御園513
甲賀カントリー倶楽部 滋賀県湖南市三雲3354
近江カントリ－倶楽部 滋賀県湖南市菩提寺1410番地
富士スタジアムゴルフ倶楽部　南コース 滋賀県甲賀市甲賀町五反田574
大甲賀カントリークラブ　神コース 滋賀県甲賀市甲賀町神1940番地
コムウッドゴルフクラブ 滋賀県甲賀市甲賀町大原上田111
大甲賀カントリークラブ　油日コース 滋賀県甲賀市甲賀町油日1695
富士スタジアムゴルフ倶楽部　北コース 滋賀県甲賀市甲賀町和田702番地2
滋賀甲南カントリークラブ 滋賀県甲賀市甲南町寺庄151
センチュリー・シガ・ゴルフクラブ 滋賀県甲賀市甲南町池田2118
タラオカントリークラブ 滋賀県甲賀市信楽多羅尾1番地
オレンジシガカントリークラブ 滋賀県甲賀市信楽町宮町1000
朝宮ゴルフコース 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮1-1
滋賀カントリー倶楽部 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮1224
デイリー信楽カントリー倶楽部 滋賀県甲賀市信楽町多羅尾字上流1577
ローズゴルフクラブ 滋賀県甲賀市信楽町長野1532番地の2
メイプルヒルズゴルフ倶楽部 滋賀県甲賀市信楽町田代65
信楽カントリー倶楽部　杉山コース 滋賀県甲賀市信楽町畑55-1
信楽カントリー倶楽部　田代コース 滋賀県甲賀市信楽町畑767-1
ザ・カントリークラブ 滋賀県甲賀市信楽町牧1782-2
ベアズパウジャパンカントリークラブ 滋賀県甲賀市水口町春日146番地
名神竜王カントリー倶楽部 滋賀県甲賀市水口町春日1616
滋賀ゴルフ倶楽部 滋賀県甲賀市水口町嶬峨1115-1
ダイヤモンド滋賀カントリークラブ 滋賀県甲賀市土山町黒川1711
名神栗東カントリー倶楽部 滋賀県甲賀市土山町大野4970
双鈴ゴルフクラブ　土山コース 滋賀県甲賀市土山町南土山1118-7
オーレ　朽木ゴルフ倶楽部 滋賀県高島市朽木宮前坊1-2
琵琶湖レークサイドゴルフコース 滋賀県守山市木浜町2300
皇子山カントリークラブ 滋賀県大津市山上町790
大津カントリークラブ　西コース 滋賀県大津市小田原町1000番地
比良ゴルフ倶楽部 滋賀県大津市小野1611
瀬田ゴルフコース 滋賀県大津市瀬田橋本町12番地
京阪カントリー倶楽部 滋賀県大津市大石曽束町525
大津カントリークラブ　東コース 滋賀県大津市大石淀町800番地
名神八日市カントリー倶楽部 滋賀県東近江市石塔町983-150
朝日野カントリー倶楽部 滋賀県東近江市鈴町1120
彦根カントリー倶楽部 滋賀県彦根市鳥居本町2958
宇治カントリークラブ 京都府宇治市五ヶ庄広岡谷4番地
日清都カントリークラブ 京都府宇治市菟道新池1番地
亀岡ゴルフクラブ 京都府亀岡市西別院町神地長尾22
関西カントリークラブ 京都府亀岡市西別院町柚原東深谷9番地
れいせんゴルフ倶楽部 京都府亀岡市曾我部町犬飼大杉霊仙ヶ岳1
亀岡カントリークラブ 京都府亀岡市東別院町神原中田渕14
加舎の里カントリー 京都府亀岡市本梅町西加舎クボラ1-146
宮津カントリークラブ 京都府宮津市下世屋303
久美浜カンツリークラブ 京都府京丹後市久美浜町湊宮118
田辺カントリー倶楽部 京都府京田辺市薪平田谷73-1
京都大原パブリックコース 京都府京都市左京区大原古知平町345番地
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京都ゴルフ俱楽部　上賀茂コース 京都府京都市北区上賀茂本山無番地
京都ゴルフ倶楽部　舟山コース 京都府京都市北区西賀茂船山無番地
城陽カントリー倶楽部 京都府城陽市寺田奥山1-46
東城陽ゴルフ倶楽部 京都府城陽市寺田奥山1-48
グランベール京都ゴルフ倶楽部 京都府船井郡京丹波町実勢上ノ谷4-1
太閤坦カントリークラブ 京都府船井郡京丹波町上野41-6
瑞穂ゴルフ俱楽部 京都府船井郡京丹波町大朴皿引1番地
かさぎゴルフ倶楽部 京都府相楽郡笠置町笠置東山33
レイクフォレストリゾート 京都府相楽郡南山城村大字南大河原小字新林
レイクフォレストリゾート　ザ・センチュリーコース 京都府相楽郡南山城村大字南大河原小字新林7-3
レイクフォレストリゾート　バード・スプリングコース 京都府相楽郡南山城村大字南大河原小字新林7-3
月ヶ瀬カントリークラブ 京都府相楽郡南山城村田山谷尾112-10
協和ゴルフクラブ 京都府相楽郡和束町湯船中の谷199
宇治田原カントリー倶楽部 京都府綴喜郡宇治田原町奥山田長尾31-2
るり溪ゴルフクラブ 京都府南丹市園部町大河内深田1
クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 京都府南丹市日吉町池ヶ谷1番
舞鶴カントリー倶楽部 京都府舞鶴市栃尾字細野924番地の1
福知山カントリー俱楽部 京都府福知山市字畑中194
美加ノ原カンツリークラブ 京都府木津川市加茂町観音寺大田山175
加茂カントリークラブ 京都府木津川市加茂町高去花原7
あいがわゴルフコース 大阪府茨木市桑原1075番
茨木高原カンツリー倶楽部 大阪府茨木市泉原347番地
茨木国際ゴルフ倶楽部 大阪府茨木市大字宿久庄98
茨木カンツリー倶楽部 大阪府茨木市大字中穂積25番地
天野山パブリックゴルフ場 大阪府河内長野市天野町906-2
岸和田カントリー倶楽部 大阪府岸和田市大沢町2489-5
きさいちカントリークラブ 大阪府交野市私市3008-1
交野カントリー倶楽部 大阪府交野市倉治2937
高槻カントリー倶楽部 大阪府高槻市大字田能小字中山26
高槻ゴルフ倶楽部 大阪府高槻市大塚町4-18-1
京阪ゴルフ倶楽部 大阪府高槻市柱本3丁目19-7
阪南ゴルフクラブ 大阪府阪南市桑畑551-6
天野山カントリークラブ 大阪府堺市南区別所1549-46
堺カントリークラブ 大阪府堺市南区豊田2989-16
泉ヶ丘カントリークラブ 大阪府堺市南区豊田2990−226
新大阪ゴルフクラブ 大阪府三島郡島本町尺代128
ベニーカントリー倶楽部 大阪府三島郡島本町大沢91-1
大阪パブリックゴルフ場 大阪府四条畷市大字上田原1382-1
ゴルフクラブ四条畷 大阪府四條畷市下田原2353
泉佐野カントリークラブ 大阪府泉佐野市日根野5320
庄司ゴルフクラブ 大阪府泉南郡熊取町久保2392
大阪ゴルフクラブ 大阪府泉南郡岬町深日31
みさきカントリークラブ 大阪府泉南郡岬町深日3247
関空クラシックゴルフ倶楽部 大阪府泉南市信達牧野780番地
泉南カンツリークラブ 大阪府泉南市新家4364
泉南カンツリークラブ　パブリックコース 大阪府泉南市新家4364
阪奈カントリークラブ 大阪府大東市大字龍間266-8
伏尾ゴルフ倶楽部 大阪府池田市中川原町16-3
PGM池田カントリークラブ 大阪府池田市畑3-11
箕面ゴルフ倶楽部 大阪府池田市畑3-11
ワールドカントリーゴルフクラブ 大阪府南河内郡河南町大字中1220番地の1
グロワールゴルフ倶楽部 大阪府南河内郡千早赤阪村水分1170
太子カントリー倶楽部 大阪府南河内郡太子町葉室800番地
聖丘カントリー倶楽部 大阪府富田林市新堂2345
光丘パブリックゴルフ場 大阪府富田林市新堂2345
アートレイクゴルフ倶楽部 大阪府豊能郡能勢町野間西山95-3
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枚方カントリー倶楽部 大阪府枚方市杉北町1-4622
枚方国際ゴルフ倶楽部 大阪府枚方市津田4546
くずはゴルフリンクス 大阪府枚方市楠葉花園町14番2号
牧野パークゴルフ場 大阪府枚方市牧野北町1番2号
関西空港ゴルフ倶楽部 大阪府和泉市若樫町882番地の5
龍野クラシックゴルフ倶楽部 兵庫県たつの市神岡町田中字内山62-2
芦屋カンツリー倶楽部 兵庫県芦屋市奥山1-25
城山ゴルフ倶楽部 兵庫県加古川市志方町野尻808-1
加古川ゴルフ倶楽部 兵庫県加古川市上荘町井ノ口925番地
加西カントリークラブ 兵庫県加西市山下町2390-1
播州東洋ゴルフ倶楽部 兵庫県加西市西横田町453-2
加西インターカントリークラブ 兵庫県加西市中富町1668
青野運動公苑アオノゴルフコース 兵庫県加西市湯谷町639-3
タカガワオーセントゴルフ場 兵庫県加西市別所町683-24
やしろ東条ゴルフクラブ 兵庫県加東市栄枝字ヨリフジ405
ABCゴルフ倶楽部 兵庫県加東市永福933-20
東条湖カントリー倶楽部 兵庫県加東市廻渕字北山31-52
マダムＪゴルフ倶楽部 兵庫県加東市黒谷字五所ヶ谷1220
レークスワンカントリー倶楽部　吉川コース 兵庫県加東市秋津1990-89
滝野カントリー倶楽部　迎賓館コース 兵庫県加東市少分谷460-111
サンロイヤルゴルフクラブ 兵庫県加東市上久米1763-90
高室池ゴルフ倶楽部 兵庫県加東市上三草1132-2
ウエストワンズカンツリー倶楽部 兵庫県加東市上三草1136-67
東条ゴルフ倶楽部 兵庫県加東市新定1188-4
東条パインバレーゴルフクラブ 兵庫県加東市新定275-144
東条の森カントリークラブ　東条コース 兵庫県加東市大畑1071-7-2
東条の森カントリークラブ　大蔵コース 兵庫県加東市大畑1071-7-2
東条の森カントリークラブ　宇城コース 兵庫県加東市大畑1071-7-2
東急グランドオークゴルフクラブ 兵庫県加東市長貞1843
グランドオークプレイヤーズコース 兵庫県加東市長貞1843
吉川ロイヤルゴルフクラブ 兵庫県加東市平木1310-1
ヤシロカントリークラブ 兵庫県加東市牧野字小豆谷1860-2
三日月カントリークラブ 兵庫県佐用郡佐用町下本郷杉谷574-33
G-Styleカントリー倶楽部 兵庫県佐用郡佐用町金屋432
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部 兵庫県佐用郡佐用町口金近353-1
JOYXゴルフ倶楽部 兵庫県佐用郡佐用町上秋里1061-4
有馬富士カンツリークラブ 兵庫県三田市香下字ユルシケ谷2003
三田ゴルフクラブ 兵庫県三田市三輪1294-1
千刈カンツリー倶楽部 兵庫県三田市山田大道ヶ平605
サングレートゴルフ倶楽部 兵庫県三田市川原1035-12
神戸三田ゴルフクラブ 兵庫県三田市大川瀬1167
三田レークサイドカントリークラブ 兵庫県三田市大川瀬1461
有馬カンツリー倶楽部 兵庫県三田市中内神南山841
太平洋クラブ　有馬コース 兵庫県三木市吉川町奥谷114-8
関西ゴルフ倶楽部 兵庫県三木市吉川町吉安877-1
吉川インターゴルフ倶楽部MECHA 兵庫県三木市吉川町実楽290-4
花屋敷ゴルフ倶楽部　ひろのコース 兵庫県三木市吉川町上荒川字松ヶ浦713-1
ライオンズカントリー倶楽部 兵庫県三木市吉川町新田682-1
太平洋クラブ　六甲コース 兵庫県三木市吉川町水上1582-1
アークよかわゴルフ倶楽部 兵庫県三木市吉川町西奥826番地
キングスロードゴルフクラブ 兵庫県三木市吉川町前田447-1
美奈木ゴルフ場 兵庫県三木市吉川町大島
関西クラシックゴルフ倶楽部 兵庫県三木市吉川町湯谷567
三甲ゴルフクラブジャパンコース 兵庫県三木市吉川町富岡933-27
花屋敷ゴルフ倶楽部　よかわコース 兵庫県三木市吉川町福井小西谷534-1
吉川カントリー倶楽部 兵庫県三木市吉川町米田字平間701-3
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マスターズゴルフ倶楽部 兵庫県三木市久留美1848番地
オリエンタルゴルフ倶楽部 兵庫県三木市口吉川町東中坂の脇942-2
三木よかわカントリークラブ 兵庫県三木市口吉川町槇字長尾谷487-68
センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 兵庫県三木市細川町金屋587-64
センチュリー三木ゴルフ倶楽部 兵庫県三木市細川町高篠梨の木152
チェリーヒルズゴルフクラブ 兵庫県三木市細川町細川中字道重1200-23
三木ゴルフ倶楽部 兵庫県三木市細川町垂穂字槇山894-827
オリムピックゴルフ倶楽部 兵庫県三木市細川町瑞穂1369-2
フォレスト三木ゴルフ倶楽部 兵庫県三木市細川町桃津571-143
廣野ゴルフ倶楽部 兵庫県三木市志染町広野7丁目3番地
東広野ゴルフ倶楽部 兵庫県三木市志染町三津田1525-8
三木セブンハンドレッド倶楽部 兵庫県三木市志染町大谷217
千草カントリークラブ 兵庫県宍粟市千種町鷹ノ巣24-2
スプリングG・Aリゾート淡路 兵庫県洲本市五色町都志1151
洲本ゴルフ倶楽部 兵庫県洲本市池内1262
播磨カントリークラブ 兵庫県小野市樫山町1889-31
ローズウッドゴルフクラブ 兵庫県小野市山田町1441-52
小野グランドカントリークラブ 兵庫県小野市中谷町1413
富士小野ゴルフクラブ 兵庫県小野市長尾町字真谷835-15
小野東洋ゴルフ倶楽部 兵庫県小野市日吉町570-1
小野ゴルフ倶楽部 兵庫県小野市来住町1225番地
垂水ゴルフ倶楽部 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘2丁目2番1号
隨縁カントリークラブ　西神戸コース 兵庫県神戸市西区伊川谷町前開700
西神戸ゴルフ場 兵庫県神戸市西区押部谷町木見975-1
明石ゴルフ倶楽部 兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷1217
大神戸ゴルフ倶楽部 兵庫県神戸市西区櫨谷町友清157
一般社団法人　神戸ゴルフ倶楽部 兵庫県神戸市灘区六甲山町一ヶ谷1-3
すずらんゴルフ場 兵庫県神戸市北区しあわせの村1-5
兵庫カンツリー倶楽部 兵庫県神戸市北区山田町原野鹿見山109-50
神戸カントリー倶楽部 兵庫県神戸市北区山田町衝原51
六甲国際ゴルフ倶楽部 兵庫県神戸市北区山田町西下字押部道15
六甲国際パブリックコース 兵庫県神戸市北区山田町西下字押部道16-1
北六甲カントリー倶楽部　東コース 兵庫県神戸市北区大沢町上大沢1982
北六甲カントリー倶楽部　西コース 兵庫県神戸市北区大沢町上大沢1982
ロータリーゴルフ倶楽部 兵庫県神戸市北区淡河町南僧尾1679-1
有馬ロイヤルゴルフクラブ 兵庫県神戸市北区淡河町北畑571
神戸パインウッズゴルフクラブ 兵庫県神戸市北区長尾町上津4618
北神戸ゴルフ場 兵庫県神戸市北区長尾町宅原大味谷1706
武庫ノ台ゴルフコース 兵庫県神戸市北区道場町生野字北山1176-16
神有カントリ－倶楽部 兵庫県神戸市北区八多町吉尾991-1
ダンロップゴルフコース 兵庫県神戸市北区八多町深谷字梁ヶ谷1025-1
フォレスト市川ゴルフ倶楽部 兵庫県神崎郡市川町小畑2916-1
粟賀ゴルフ倶楽部 兵庫県神崎郡神河町吉富1833番地の6
福崎東洋ゴルフ倶楽部 兵庫県神崎郡福崎町西治2110-1
よみうりカントリークラブ 兵庫県西宮市塩瀬町名塩北山
よみうりゴルフ　ウエストコース 兵庫県西宮市塩瀬町名塩北山
神戸グランドヒルゴルフクラブ 兵庫県西宮市山口町下山口字高丸1645-1
六甲カントリー倶楽部 兵庫県西宮市山口町金仙寺釜ヶ尾1655-1
つるやカントリークラブ　西宮北コース 兵庫県西宮市山口町上山口2192
西宮高原ゴルフ倶楽部 兵庫県西宮市山口町船坂2013
西宮カントリー倶楽部 兵庫県西宮市仁川町6丁目19番7号
パインレークゴルフクラブ 兵庫県西脇市鹿野町字比延山1353-2
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 兵庫県西脇市鹿野町字比延山1353-9
西脇カントリークラブ 兵庫県西脇市上比延町1424-2
ストークヒルゴルフクラブ 兵庫県赤穂郡上郡町光都1丁目25番1号
赤穂国際カントリークラブ 兵庫県赤穂市西有年字馬路谷3007-1
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赤穂カンツリークラブ 兵庫県赤穂市天和字中河原909
東海カントリー倶楽部 兵庫県川西市国崎字笹ヶ谷1番地
チェリーゴルフ　ときわ台コース 兵庫県川西市国崎字椿6
山の原ゴルフクラブ 兵庫県川西市山の原字下恋里12
鳴尾ゴルフ倶楽部 兵庫県川西市西畦野字金ヶ谷1-4
能勢カントリー倶楽部 兵庫県川西市東畦野字長尾1-3
猪名川グリーンカントリークラブ 兵庫県川辺郡猪名川町下阿古谷字賀屋4
関西軽井沢ゴルフ倶楽部 兵庫県川辺郡猪名川町杉生字岩掛1-13
チェリーゴルフ　猪名川コース 兵庫県川辺郡猪名川町柏原字西ノ山1番
猪名川国際カントリークラブ 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字釜ヶ谷1
相生カントリー倶楽部 兵庫県相生市那波野278
姫路相生カントリークラブ 兵庫県相生市矢野町真広西山814-4
滝野カントリー倶楽部　八千代コース 兵庫県多可郡多可町加美区寺内字入相山
妙見富士カントリークラブ 兵庫県多可郡多可町中区牧野817-1
ひかみカントリークラブ 兵庫県丹波市氷上町92-1
ザ・サイプレスゴルフクラブ 兵庫県丹波市氷上町三原60-1
オータニ　にしきカントリークラブ 兵庫県丹波篠山市遠方119-1
オータニ　広尾カントリークラブ 兵庫県丹波篠山市奥原山広尾41
篠山ゴルフ倶楽部 兵庫県丹波篠山市奥山是次45-1
ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 兵庫県丹波篠山市今田町黒石釘貫191番地1
ベル・グリーンカントリークラブ 兵庫県丹波篠山市本明谷字奥山65
鳳鳴カントリークラブ 兵庫県丹波篠山市立金55-2
青山台ゴルフ倶楽部 兵庫県丹波篠山市和田字東勝山32番地の1
淡路カントリー倶楽部 兵庫県淡路市生田田尻字池ノ谷629番地
山東カントリークラブ 兵庫県朝来市山東町大月1-1
生野高原カントリークラブ 兵庫県朝来市生野町栃原1784-29
湯村カンツリークラブ 兵庫県美方郡新温泉町切畑字三原野608
旭国際姫路ゴルフ倶楽部 兵庫県姫路市香寺町相坂1356-8
白鷺ゴルフクラブ 兵庫県姫路市山田町南山田120
青山ゴルフクラブ 兵庫県姫路市青山1464番地
姫路シーサイドゴルフコース 兵庫県姫路市大塩町2035番地4
姫路書写ハートフルゴルフクラブ 兵庫県姫路市夢前町山富13番地の2
雲雀丘ゴルフ倶楽部 兵庫県宝塚市雲雀丘山手2-10-11
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 兵庫県宝塚市下佐曽利字大谷4-12
太平洋クラブ　宝塚コース 兵庫県宝塚市芝辻新田花折7-2
宝塚クラシックゴルフ倶楽部 兵庫県宝塚市切畑桜小場19
新宝塚カントリークラブ 兵庫県宝塚市切畑字検見1-2
宝塚高原ゴルフクラブ 兵庫県宝塚市切畑字長尾山14番地
宝塚けやきヒルカントリークラブ 兵庫県宝塚市切畑字長尾山19-14
大宝塚ゴルフクラブ 兵庫県宝塚市切畑字長尾山19番地
愛宕原ゴルフ倶楽部 兵庫県宝塚市切畑字長尾山5-3
宝塚ゴルフ倶楽部 兵庫県宝塚市蔵人字深谷1391-1
城崎カンツリークラブ 兵庫県豊岡市瀬戸字畑山
大岡ゴルフ倶楽部 兵庫県豊岡市日高町大岡88
神鍋高原カントリークラブ 兵庫県豊岡市日高町東河内12-3
阿騎野ゴルフ倶楽部 奈良県宇陀市大宇陀栗野1035-1
ムロウ36ゴルフクラブ 奈良県宇陀市室生向渕2248
宇陀カントリークラブ 奈良県宇陀市大宇陀岩清水23
グランデージゴルフ倶楽部 奈良県吉野郡吉野町色生810-1
花吉野カンツリー倶楽部 奈良県吉野郡大淀町今木1004-71
奈良ロイヤルゴルフクラブ 奈良県吉野郡大淀町大岩66番地1
よしのカントリー倶楽部 奈良県吉野郡大淀町馬佐634
奈良カントリークラブ 奈良県五條市今井町1141番地
プレディアゴルフ 奈良県五條市阪合部新田町441-1
シプレカントリークラブ 奈良県五條市木ﾉ原町963番地
秋津原ゴルフクラブ 奈良県御所市朝町1075番地
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オークモントゴルフクラブ 奈良県山辺郡山添村岩屋3316番
万壽ゴルフクラブ 奈良県山辺郡山添村切幡1424
奈良白鳳カンツリークラブ 奈良県山辺郡山添村大字切幡字天津山1370番地の2
法隆寺カントリー倶楽部 奈良県生駒郡斑鳩町大字三井1052
八重桜カントリー倶楽部 奈良県天理市山田町1211番地
ナパラゴルフクラブ　一本松コース 奈良県天理市山田町888
ヤマトカントリークラブ 奈良県天理市福住町1123番地
春日台カントリークラブ 奈良県天理市福住町7453
天理ゴルフ倶楽部 奈良県天理市苣原町福ヶ谷793
奈良名阪ゴルフクラブ 奈良県奈良市荻町709
木津川カントリー倶楽部 奈良県奈良市下狭川町1824
奈良若草カントリー倶楽部 奈良県奈良市下深川町850-6
コマカントリークラブ 奈良県奈良市月ヶ瀬石打1456
ディアーパークゴルフクラブ 奈良県奈良市須山町95番地
奈良柳生カントリークラブ 奈良県奈良市大柳生町4800番地
奈良パブリックゴルフ場 奈良県奈良市南庄町555番地の1
飛鳥カンツリー倶楽部 奈良県奈良市二名七丁目1441番地
奈良の杜ゴルフクラブ 奈良県奈良市忍辱山町1735
奈良万葉カンツリー倶楽部 奈良県奈良市八島町470
新奈良ゴルフ倶楽部 奈良県奈良市平清水町85
奈良国際ゴルフ倶楽部 奈良県奈良市宝来5丁目10-1
大和高原カントリークラブ 奈良県奈良市柳生町1138-1
奈良若草カントリー倶楽部 奈良市下深川町850-6
紀伊高原ゴルフクラブ 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字神田166-6番地
サンリゾートカントリークラブ 和歌山県海草郡紀美野町安井297
国木原ゴルフ倶楽部 和歌山県海草郡紀美野町国木原551-14
黒沢ハイランドゴルフコース 和歌山県海南市上谷603
根来ゴルフクラブ 和歌山県岩出市根来1807-1番地
船戸山ゴルフクラブ 和歌山県岩出市船戸1116-3
貴志川ゴルフ倶楽部 和歌山県紀の川市貴志川町尼寺898
紀の国カントリー倶楽部 和歌山県紀の川市桃山町調月2506
橋本カントリークラブ 和歌山県橋本市隅田町下兵庫1123
南紀白浜ゴルフ倶楽部 和歌山県西牟婁郡上富田町岩崎768
白浜ゴルフ倶楽部 和歌山県西牟婁郡白浜町2927-1
日本ダイヤモンドゴルフ倶楽部 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町南平野2478-1
那智勝浦ゴルフ倶楽部 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮1063
いなみカントリーフジ 和歌山県日高郡印南町印南4064-1
ラ・グレースゴルフ倶楽部　和歌山コース 和歌山県日高郡印南町大字古井1145
紀南カントリークラブ 和歌山県日高郡印南町南谷925
レオグラードゴルフクラブ 和歌山県日高郡日高川町佐井大字694
有田東急ゴルフクラブ 和歌山県有田郡有田川町釜中423-12
海南高原カントリークラブ 和歌山県有田郡有田川町上六川542番地
小倉カントリー倶楽部 和歌山県和歌山市下三毛勝宝山879
和歌山カントリー倶楽部 和歌山県和歌山市梅原585番地
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