
【中国四国農政局管内】

日本海ゴルフ倶楽部　稲葉山コース 鳥取県岩美郡岩美町唐川205
神田ゴルフクラブ 鳥取県西伯郡大山町加茂3216
グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 鳥取県西伯郡南部町萩名753
大山平原ゴルフクラブ 鳥取県西伯郡伯耆町丸山1532番地
大山アークカントリークラブ 鳥取県西伯郡伯耆町三部771-1
大山ゴルフクラブ 鳥取県西伯郡伯耆町小林6
旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 鳥取県鳥取市御熊586-1
鳥取カントリー倶楽部　吉岡温泉コース 鳥取県鳥取市洞谷856-1
鳥取ゴルフ倶楽部 鳥取県鳥取市浜坂1318
光好カントリー倶楽部 鳥取県東伯郡琴浦町光好897-8
郡家ゴルフ倶楽部 鳥取県八頭郡西御門977-5
米子ゴルフ場 鳥取県米子市両三柳3192-2
クラシック島根カントリークラブ 島根県雲南市掛合町多根3325-3
いづも大社カントリークラブ 島根県湖陵町大池1944
出雲カントリー倶楽部 島根県出雲市大津町280
出雲空港カントリー倶楽部 島根県出雲市斐川町学頭3738-1
島根ゴルフ倶楽部 島根県出雲市美野町1652
玉造温泉カントリークラブ 島根県松江市宍道町西来待790
金城カントリークラブ 島根県浜田市金城町今福1502-2
浜田ゴルフリンクス 島根県浜田市上府町イ-1188
岡山西ゴルフ俱楽部 岡山県井原市門田町5364
井原ゴルフ倶楽部 岡山県井原市野上町435-6
花回廊ゴルフコース 岡山県岡山市南区築港緑町2-1
グレート岡山ゴルフ倶楽部 岡山県岡山市北区建部町吉田713-2
たけべの森ゴルフ倶楽部 岡山県岡山市北区建部町中田1046-1
岡山御津カントリークラブ 岡山県岡山市北区御津矢知865-7
後楽ゴルフ倶楽部 岡山県岡山市北区真星2610
岡山空港ゴルフコース 岡山県岡山市北区菅野3397-29
岡山金陵カントリークラブ 岡山県岡山市北区石妻890
新岡山ゴルフクラブ 岡山県岡山市北区長野622-78
岡山カントリークラブ　桃の郷コース 岡山県岡山市北区田益483-1
吉備高原カントリークラブ 岡山県加賀郡吉備中央町宮地3289番地1
ＪＦＥ瀬戸内海ゴルフ倶楽部 岡山県笠岡市鋼管町19番地の2
笠岡カントリー倶楽部 岡山県笠岡市尾坂北山1361-3
ザ・オークレットゴルフクラブ 岡山県久米郡美咲町重藤37番地
玉野ゴルフ俱楽部 岡山県玉野市宇野6-1-1-1
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ 岡山県玉野市梶岡1128
瀬戸大橋カントリークラブ 岡山県玉野市滝1640-1
パインツリーゴルフクラブ 岡山県高梁市松原神原2246
備中高原北房カントリー俱楽部 岡山県真庭市下中津井3933
BlueResortランドマークゴルフ倶楽部 岡山県真庭市上山711
真庭カンツリークラブ 岡山県真庭市杉山684
サンフォレストゴルフクラブ 岡山県真庭市福谷945-6
長船カントリークラブ 岡山県瀬戸内市長船町福岡49-1
赤坂カントリークラブ 岡山県赤磐市坂辺1366
赤坂レイクサイド・カントリークラブ 岡山県赤磐市東軽部1483-7
山陽ゴルフ俱楽部 岡山県赤磐市平山428
水島ゴルフリンクス 岡山県倉敷市川崎通1-19
岡山ゴルフ倶楽部　帯江コース 岡山県倉敷市中庄2769-2
倉敷カントリー俱楽部 岡山県倉敷市二子1943番地
岡山霞橋ゴルフ倶楽部 岡山県倉敷市連島町西之浦5937-1
鬼ノ城ゴルフ倶楽部 岡山県総社市奥坂666
吉備カントリークラブ 岡山県総社市新本2800-1
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岡山国際ゴルフ倶楽部 岡山県総社市西阿曽1800
久米カントリークラブ 岡山県津山市桑下1680
作州武蔵カントリー俱楽部 岡山県美作市大町878
湯郷石橋ゴルフ俱楽部 岡山県美作市中山918番地
リージャスクレストゴルフクラブ 広島県安芸高田市高宮町房後816番地
八千代カントリークラブ 広島県安芸高田市八千代町佐々井979-1
海見山カントリークラブ 広島県郡北広島町本地11888番地36
呉カントリークラブ 広島県呉市安浦町安登1163-1
郷原カントリークラブ 広島県呉市郷原町字西横尾412
瀬野川カンツリー倶楽部 広島県広島市安芸区畑賀町1510-91
戸山カンツリークラブ 広島県広島市安佐南区沼田町阿戸城山1568-1
太田川ゴルフ場 広島県広島市安佐南区東原1丁目22番11号
広島安佐ゴルフクラブ 広島県広島市安佐北区安佐町筒瀬1471-21
広島ゴルフ倶楽部　鈴が峰コース 広島県広島市佐伯区五日市町皆賀413
宮島カンツリー倶楽部　五日市コース 広島県広島市佐伯区三宅町1050
尾道ゴルフ倶楽部 広島県三原市久井町吉田735-32
久井カントリークラブ 広島県三原市久井町坂井原絹掛755
三原カンツリークラブ 広島県三原市沼田東町釜山10345-6
白竜湖カントリークラブ 広島県三原市大和町和木3262
フォレストヒルズゴルフ＆リゾート 広島県三原市本郷町善入寺64-10
本郷カントリー倶楽部 広島県三原市本郷町南方字松屋根1251-1
富士三次カントリークラブ 広島県三次市糸井町大山1411
千代田ゴルフ倶楽部 広島県山県郡北広島町寺原2851
庄原カントリークラブ 広島県庄原市板橋町600番地
神石高原カントリークラブ 広島県神石郡神石高原町時安5064-2
尾道カントリークラブ 広島県世羅郡世羅町小世良10691-15
瀬戸内ゴルフリゾート 広島県竹原市吉名町831
竹原カントリークラブ 広島県竹原市小梨町字堂平2022
安芸カントリークラブ 広島県東広島市河内町入野11957-6
賀茂カントリークラブ 広島県東広島市高屋町高屋東4102
広島国際ゴルフ倶楽部 広島県東広島市黒瀬町南方10119-70
東広島カントリークラブ 広島県東広島市志和町志和東阿原671-29
宮島志和カンツリー倶楽部 広島県東広島市志和町七条椛坂488-2
広島カンツリー倶楽部　西条コース 広島県東広島市西条町下三永730-10
広島東映カントリークラブ 広島県東広島市八本松町吉川5562-23
広島カンツリー倶楽部　八本松コース 広島県東広島市八本松町原11083-1
鷹の巣ゴルフクラブ 広島県廿日市市河津原137-2
広島吉和の森ゴルフ倶楽部 広島県廿日市市吉和1587
芸南カントリークラブ 広島県廿日市市玖島235
広島西カントリー倶楽部 広島県廿日市市大野町猪ノウツ2392
広島佐伯カントリー倶楽部 広島県廿日市市友田10119
広島紅葉カントリークラブ 広島県廿日市市友田220-3
尾道うずしおカントリークラブ 広島県尾道市原田町梶山田1069
福山ゴルフ倶楽部 広島県福山市御幸町中津原1225-1
マーメイド福山ゴルフクラブ 広島県福山市春日町宇山137番地
新市クラシックゴルフクラブ 広島県福山市新市町戸手3103-1
松永カントリークラブ 広島県福山市神村町1388番地
福山カントリークラブ 広島県福山市神辺町東中条498
メキシコゴルフクラブ 山口県宇部市善和526
アイランドゴルフガーデン宇部 山口県宇部市大字小野1582
山口レインボーヒルズ関門菊川ゴルフクラブ 山口県下関市菊川町大字轡井1141-18
下関ゴールデンゴルフ倶楽部 山口県下関市大字吉田地方字駒くらべ1909−2
下関ゴルフ倶楽部 山口県下関市豊浦町大字黒井850
豊田湖ゴルフクラブ 山口県下関市豊田町大字地吉71-1
くだまつパブリックゴルフ 山口県下松市大字平田456番地
岩国センチュリーゴルフクラブ 山口県岩国市通津10024-70
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美和ゴルフクラブ 山口県岩国市美和町渋前1204-1
和木ゴルフ倶楽部 山口県玖珂郡和木町大字瀬田字蜂ヶ峯424-3
平生シーサイドゴルフクラブ 山口県熊毛郡平生町曽根452-3
メキシコゴルフクラブ 山口県山口県宇部市大字善和字東谷526
中須ゴルフ倶楽部 山口県山口県周南市大字中須南798
宇部72カントリークラブ 山口県山口市阿知須12423番地1
湯田カントリー倶楽部 山口県山口市吉敷上東1丁目13番1号
泉水原ゴルフクラブ 山口県山口市仁保中郷泉水原6094
朝陽カントリークラブ 山口県山陽小野田市郡16-3
プレジデントカントリー倶楽部山陽 山口県山陽小野田市山野井東2039-19
山陽グリーンゴルフコース 山口県山陽小野田市大字郡877-43
厚狭ゴルフ倶楽部 山口県山陽小野田市津布田201
山陽国際ゴルフクラブ 山口県山陽小野田市福田1-1
周南カントリー倶楽部 山口県周南市大字安田355　
徳山国際カントリー倶楽部 山口県周南市大字四熊1192
徳山カントリークラブ 山口県周南市長穂1415
ユニマット山口ゴルフ倶楽部 山口県周南市八代723
ブルーラインカントリー倶楽部 山口県長門市日置上439ｰ8
萩・石見カントリー倶楽部 山口県萩市下田万10897
セントラルパークゴルフ倶楽部 山口県美祢市豊田前町335
レークスワンカントリー倶楽部　美祢コース 山口県美祢市豊田前町麻生下661-1
柳井カントリークラブ 山口県柳井市日積12372-1
阿南カントリークラブ 徳島県阿南市橘町江の浦88
コート・ベール徳島ゴルフクラブ 徳島県阿南市那賀川町みどり台1-1
タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部 徳島県阿波市阿波町北山10番地
Jクラシックゴルフクラブ 徳島県阿波市土成町秋月字明月176-1
レオマ高原ゴルフ倶楽部 徳島県三好市山城町大和川652
眉山カントリークラブ 徳島県徳島市加茂名町東名東山99
サンピアゴルフクラブ 徳島県徳島市入田町安都真215-1
徳島カントリー倶楽部 徳島県徳島市入田町月の宮227
徳島ゴルフ倶楽部　吉野川コース 徳島県徳島市北田宮2丁目13番32号
御所カントリークラブ 徳島県板野郡上板町引野字安楽寺谷90-10
四国カントリークラブ 徳島県美馬市穴吹町穴吹字岡ノ上200
タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 徳島県名西郡神山町阿野字歯ノ辻499番地
鳴門カントリークラブ 徳島県鳴門市瀬戸町北泊字北泊529-1
グランディ鳴門ゴルフクラブ36 徳島県鳴門市北灘町折野字大川筋182番地
讃岐カントリークラブ 香川県さぬき市鴨部5186乙の11
アルファ津田カントリークラブ 香川県さぬき市寒川町神前647-16
志度カントリークラブ 香川県さぬき市小田231
ロイヤル高松カントリークラブ 香川県綾歌郡綾川町千疋1848
高松ゴールドカントリー俱楽部 香川県綾歌郡綾川町枌所西340番地1
丸亀パブリックゴルフコース 香川県丸亀市蓬菜町56番地
鮎滝カントリークラブ 香川県高松市香川町東谷259-1
高松パブリックゴルフコース 香川県高松市木太町4583
高松カントリー倶楽部 香川県坂出市西庄町1625-15
坂出カントリークラブ 香川県坂出市府中町4628-1
琴平カントリー倶楽部 香川県三豊市高瀬町羽方2862
エリエールゴルフクラブ 香川県三豊市財田町財田中4980
詫間カントリークラブ 香川県三豊市詫間町詫間643
小豆島シーサイドゴルフクラブ 香川県小豆郡小豆島町当浜乙185－6
タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 香川県仲多度郡まんのう町造田2259
満濃ヒルズカントリークラブ 香川県仲多度郡まんのう町炭所東2672
高松グランドカントリークラブ 香川県木田郡三木町朝倉2227-3
松山ロイヤルゴルフ倶楽部 愛媛県伊予市中山町栗田乙18-2
宇和島カントリー俱楽部 愛媛県宇和島市三間町則1970
愛媛ゴルフ倶楽部 愛媛県喜多郡内子町論田950
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松山シーサイドカントリークラブ 愛媛県今治市菊間町田之尻
今治カントリー倶楽部 愛媛県今治市朝倉上乙1103-11
タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 愛媛県四国中央市土居町天満66番地
道後ゴルフ俱楽部 愛媛県松山市下伊台町115番地
北条カントリー倶楽部 愛媛県松山市才之原乙76番地2
サンセットヒルズカントリークラブ 愛媛県松山市庄乙360番地
重信川パブリックパーク 愛媛県松山市南高井956
チサンカントリークラブ　北条 愛媛県松山市萩原小畑乙396-2
奥道後ゴルフクラブ 愛媛県松山市八反地乙102
エリエールゴルフクラブ　松山 愛媛県松山市柳谷町乙45-1
高原ゴルフ倶楽部 愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川乙1182
久万カントリークラブ 愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神乙333-1
新居浜カントリー倶楽部 愛媛県新居浜市船木1032番地の17
滝の宮カントリークラブ 愛媛県新居浜市萩生字河ノ北129-1
西条ゴルフ倶楽部 愛媛県西条市中野赤坂丙147-1
大洲ゴルフ倶楽部 愛媛県大洲市野佐来879番地
松山ゴルフ倶楽部 愛媛県東温市松瀬川乙997番地
松山国際ゴルフ倶楽部 愛媛県東温市上村乙347
kochi黒潮カントリークラブ 高知県安芸郡芸西村西分甲5207
土佐カントリークラブ 高知県香南市夜須町手結山668番地
土佐山田ゴルフ倶楽部 高知県香美市土佐山田町楠目3594-1
スカイヒルゴルフクラブ 高知県高岡郡四万十町八千数310番地
錦山カントリークラブ 高知県高岡郡日高村下分2311-1
グリーンフィールゴルフ俱楽部 高知県高岡郡日高村大花1000番地
高知ゴルフ倶楽部 高知県高知市重倉945番地
四万十カントリークラブ 高知県四万十市間崎1495-2
中村ゴルフクラブ 高知県四万十市山路291番地
スカイ・ベイゴルフクラブ 高知県須崎市浦ノ内福良348-2
パシフィックゴルフクラブ 高知県南国市才谷778
土佐ユートピアカントリークラブ 高知県幡多郡黒潮町浮鞭3878
メキシコゴルフクラブ 山口県宇部市善和526
山陽国際ゴルフクラブ 山口県山陽小野田市福田1-1
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