
【九州農政局管内】

浮羽カントリークラブ 福岡県うきは市浮羽町新川4094
ムーンレイクゴルフクラブ　鞍手コース 福岡県鞍手郡鞍手町八尋1331
ミッションバレーゴルフクラブ 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野1870番地の1
チサンカントリークラブ　遠賀 福岡県遠賀郡遠賀町虫生津1612-3
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈120
リバーサイドパーク　長門石ゴルフ場 福岡県久留米市長門石1-15-15
サンレイクゴルフ倶楽部 福岡県宮差し高田町上楠田1519番地2
若宮ゴルフクラブ 福岡県宮若市乙野1121
ザ・クラシックゴルフ倶楽部 福岡県宮若市倉久1-3
京都カントリー倶楽部 福岡県京都郡みやこ町光富95-1
チェリーゴルフクラブ　小倉南コース 福岡県京都郡みやこ町勝山2885
勝山御所カントリークラブ 福岡県京都郡みやこ町大久保4108
古賀ゴルフ・クラブ 福岡県古賀市鹿部1310-1
伊都ゴルフ倶楽部 福岡県糸島市香力474
芥屋ゴルフ倶楽部 福岡県糸島市志摩芥屋1-1
志摩シーサイドカンツリークラブ 福岡県糸島市志摩野北575
福岡雷山ゴルフ倶楽部 福岡県糸島市川原807
二丈カントリークラブ 福岡県糸島市二丈吉井3362
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 福岡県糸島市富838番地
プリンスゴルフ 福岡県若宮市山口148
玄海ゴルフ倶楽部 福岡県宗像市江口578-18
福岡国際カントリークラブ 福岡県宗像市朝町1470-1
小郡カンツリー倶楽部 福岡県小郡市三沢1788
久山カントリー倶楽部 福岡県糟屋郡久山町大字久原3549
太宰府ゴルフ倶楽部 福岡県太宰府市石穴3467-39
不知火ゴルフ場 福岡県大牟田市大浦町15-19
有明カントリークラブ 福岡県大牟田市岬1523
周防灘カントリークラブ 福岡県築上郡築城町大字上ノ河内1649
筑紫野カントリークラブ 福岡県筑紫野市山家2014-22
セントラル福岡ゴルフ倶楽部 福岡県筑紫野市大字山家上西山429-9
皐月ゴルフ倶楽部　天拝コース 福岡県筑紫野市大字山口1300番地
夜須高原カントリークラブ　 福岡県朝倉市筑前町曽根田141-26
福岡センチュリーゴルフ倶楽部 福岡県朝倉市板屋1-1
秋月カントリークラブ 福岡県朝倉市美奈宣の杜4-1-1
西日本カントリークラブ　直方コース 福岡県直方市大字中泉字池代1356-2
福岡フェザンカントリークラブ 福岡県田川郡川崎町大字安眞木1086-7
鷹羽ロイヤルカントリークラブ 福岡県田川郡大任町大字大行事4320
富士カントリー倶楽部 福岡県田川市大字夏吉194-18
筑紫丘ゴルフクラブ 福岡県那珂川市後野571
大博多カントリー倶楽部 福岡県那珂川市大字埋金5番地
久留米カントリークラブ 福岡県八女郡広川町長延1243-1
八女上陽ゴルフ倶楽部 福岡県八女市上陽町北川内2914-1
北九州カントリー倶楽部 福岡県飯塚市鹿毛馬412-6
茜ゴルフ倶楽部 福岡県飯塚市大分1931
かほゴルフクラブ　 福岡県飯塚市筒野534-1
皐月ゴルフ倶楽部　竜王コース 福岡県飯塚市八木山1310
福岡レイクサイドカントリークラブ 福岡県飯塚市椋本611-19
JR内野カントリークラブ 福岡県飯塚市弥山740
油山ゴルフクラブ 福岡県福岡市城南区東油山169-1
セブンミリオンカントリークラブ 福岡県福岡市早良区大字小笠木103-1
福岡カンツリー倶楽部　和白コース 福岡県福岡市東区上和白1318-1
西戸崎シーサイドカントリークラブ 福岡県福岡市東区西戸崎316
若松ゴルフ倶楽部 福岡県北九州市若松区大字乙丸1560
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小倉カンツリー倶楽部 福岡県北九州市小倉南区西貫2-1-1
瀬板の森北九州ゴルフコース 福岡県北九州市八幡西区樋口町8-1
九州ゴルフ倶楽部　八幡コース 福岡県北九州市八幡東区大字小熊野1467
門司ゴルフ倶楽部 福岡県北九州市門司区大字吉志175
花祭ゴルフ倶楽部 佐賀県杵島郡江北町大字山口花祭7020
むつごろうカントリークラブ 佐賀県杵島郡白石町新明2811
北山カントリー倶楽部 佐賀県佐賀市三瀬村杠609
大和不動カントリー倶楽部 佐賀県佐賀市大和町大字川上5576
筑後川リバーサイドスポーツセンター 佐賀県三養基郡みやき町大字江口3704-10
佐賀カントリー倶楽部 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁2785
山水カントリークラブ 佐賀県三養基郡みやき町大字蓑原4807
日の隈カンツリークラブ 佐賀県神埼市神埼町大字尾崎3617-1
佐賀クラシックゴルフ倶楽部 佐賀県多久市西多久町大字板屋60-1
WITH IN STYLE GOLF CLUB 佐賀県多久市北多久町小侍1803
天山カントリー倶楽部 佐賀県多久市北多久町小侍2318-1
天山カントリー倶楽部　北コース 佐賀県多久市北多久町小侍4817-1
ブリヂストンカンツリー倶楽部 佐賀県鳥栖市村田町朝日986
福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 佐賀県唐津市七山白木2403-3
唐津ゴルフ倶楽部 佐賀県唐津市菅牟田64-1
佐賀ロイヤルゴルフクラブ 佐賀県唐津市相知町相知2548-1
若木ゴルフ倶楽部 佐賀県武雄市若木町本部1939-1
武雄嬉野国際カントリークラブ 佐賀県武雄市西川登町小田志18356
武雄ゴルフ倶楽部 佐賀県武雄市北方町大字志久3487
壱岐カントリー倶楽部 長崎県壱岐市勝本町新城西触1645
愛野カントリー倶楽部 長崎県雲仙市愛野町甲2789
雲仙ゴルフ場 長崎県雲仙市小浜町雲仙548
五島カントリークラブ 長崎県五島市下大津町1985
つくもゴルフコース 長崎県佐世保市原分町1471
佐世保国際カントリー倶楽部 長崎県佐世保市口の尾町1589
佐世保ハイウェイゴルフコース 長崎県佐世保市口の尾町566
佐世保・平戸カントリークラブ 長崎県佐世保市江迎町奥川内220-6
佐世保カントリー倶楽部 長崎県佐世保市知見寺町1410
長崎パークカントリークラブ 長崎県西海市西彼町上岳郷1255-1
ハウステンボスカントリークラブ 長崎県西海市西彼町八木原郷2879-2
大村湾カントリー倶楽部 長崎県大村市東野岳町1334
パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ 長崎県長崎市琴海戸根原町171
オーシャンパレスゴルフクラブ 長崎県長崎市琴海戸根町95
ペニシュランオーナーズゴルフクラブ 長崎県長崎市琴海尾戸町1740
長崎カンツリー倶楽部 長崎県長崎市福田本町441
野母崎ゴルフクラブ 長崎県長崎市脇岬町345
長崎国際ゴルフ倶楽部 長崎県諫早市小ヶ倉町51
小長井カントリークラブ 長崎県諫早市小長井町打越500
チサンカントリークラブ　森山 長崎県諫早市森山町唐比北1118
喜々津カントリー倶楽部 長崎県諫早市多良見町市布1656-1
阿蘇スカイブルーゴルフリゾート 熊本県阿蘇郡高森町中2885-1
阿蘇やまなみリゾートホテル＆ゴルフ倶楽部 熊本県阿蘇郡産山村大字大利630
グランドチャンピョンゴルフクラブ 熊本県阿蘇郡西原村河原3838-4
阿蘇グリーンヒルカントリークラブ 熊本県阿蘇郡西原村小森2178
肥後サンバレーカントリークラブ 熊本県阿蘇郡西原村鳥子3415
南阿蘇カントリークラブ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河村陰5254
阿蘇東急ゴルフクラブ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽4369-1
くまもと阿蘇カントリークラブ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽5992-2
コスギリゾート　阿蘇ハイランドゴルフコース 熊本県阿蘇市乙姫2052
あつまる　阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 熊本県阿蘇市赤水1815-1
阿蘇リゾートグランヴリオホテルゴルフ場 熊本県阿蘇市赤水米塚温泉
ワールドカントリー倶楽部 熊本県宇城市小川町東小川2641-2
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あつまる　レークカントリークラブ 熊本県宇城市松橋町曲野610
不知火カントリークラブ 熊本県宇城市不知火町長崎4205-3
チェリーゴルフ　宇土コース 熊本県宇土市花園町2753－6
熊本空港カントリークラブ 熊本県菊池郡菊陽町曲手838
阿蘇大津ゴルフクラブ 熊本県菊池郡大津町瀬田711
くまもと中央カントリークラブ 熊本県菊池市旭志川辺1217
菊池高原カントリークラブ 熊本県菊池市原4456
菊池カントリークラブ 熊本県菊池市原4993-1
熊本クラウンゴルフ倶楽部 熊本県球磨郡あさぎり町深田東1304-1
球磨カントリー倶楽部 熊本県球磨郡錦町大字木上1
チェリーゴルフ　人吉コース 熊本県球磨郡相良村柳瀬2364
中九州カントリークラブ 熊本県玉名郡南関町下坂下4737
司菊水ゴルフクラブ 熊本県玉名郡和水町米渡尾1380
玉名カントリークラブ 熊本県玉名市石貫3987
司ロイヤルゴルフクラブ 熊本県玉名市箱谷1500
くまもと城南カントリークラブ 熊本県熊本市南区城南町藤山1660
グリーンランドリゾートゴルフコース 熊本県荒尾市下井出1308
九州ゴルフ倶楽部　小岱山コース 熊本県荒尾市金山字丸山2001
グリーンランドゴルフコース 熊本県荒尾市大字下井手1308
百花園ゴルフクラブ 熊本県合志市合生4275
KAOゴルフ倶楽部 熊本県山鹿市鹿央町仁王堂837
鹿北ゴルフ倶楽部 熊本県山鹿市鹿北町岩野1259-2
熊本益城カントリー倶楽部 熊本県上益城郡益城町小池3483
高遊原カントリークラブ 熊本県上益城郡益城町大字田原1122
チサンカントリークラブ　御船 熊本県上益城郡御船町高木2721-12
熊本南カントリークラブ 熊本県上益城郡甲佐町大字三箇1273-18
矢部サンバレーカントリークラブ 熊本県上益城郡山都町北中島2228-2
チェリーゴルフクラブ　天草コース 熊本県上天草市大矢野中11356
ザ・マスターズ　天草コース 熊本県天草市有明町上津浦2928
八代ゴルフ倶楽部 熊本県八代市二見本町2755
臼杵カントリークラブ 大分県臼杵市大字吉小野2950-1
別府ゴルフ倶楽部 大分県杵築市山香町大字久木野尾字1753-4
住吉浜ゴルフ場 大分県杵築市守江字町中1165-20
パシフィックブルーカントリークラブ 大分県国東市国東町浜3005-4
大分ななせゴルフ倶楽部 大分県大分市今市541
白木ゴルフ倶楽部 大分県大分市神崎647-2
大分富士見カントリー倶楽部 大分県大分市大字横瀬1473
大分中央ゴルフ 大分県大分市大字横瀬字灰瀬戸3174-3
大分東急ゴルフクラブ 大分県大分市大字広内字払川227-1
大分竹中カントリークラブ 大分県大分市大字竹中4391
大分パブリックゴルフ場 大分県大分市津守六十部
久住高原ゴルフ倶楽部 大分県竹田市久住町大字白丹3866
中津カントリークラブ 大分県中津市大字野依1347
ローレル日田カントリークラブ 大分県日田市大字有田1900
天瀬温泉カントリークラブ 大分県日田市天瀬町桜竹841-21
別府の森ゴルフ倶楽部 大分県別府市枝郷
城島高原ゴルフクラブ 大分県別府市城島高原123
別府扇山ゴルフ倶楽部 大分県別府市大字鶴見4550-1
三重カントリークラブ 大分県豊後大野市三重町菅生552
湯布高原ゴルフクラブ 大分県由布市湯布院町川北896-68
大分サニーヒルゴルフ倶楽部 大分県由布市挾間町向原864-1
延岡ゴルフクラブ 宮崎県延岡市浦城町1161
北方ゴルフクラブ 宮崎県延岡市北方町笠下寅1566
ハイビスカスゴルフクラブ 宮崎県宮崎市佐土原町下田島21085-1
宮崎国際ゴルフ倶楽部 宮崎県宮崎市佐土原町下田島6634-1
愛和宮崎ゴルフクラブ 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂105
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トム・ワトソンゴルフコース 宮崎県宮崎市山崎町浜山
UMKカントリークラブ 宮崎県宮崎市新名爪坂ノ下2055
宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 宮崎県宮崎市清武町今泉丙1331-1
フェニックスカントリークラブ 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083
宮崎大淀川スポーツセンター 宮崎県宮崎市大字跡江385-2
青島ゴルフ倶楽部 宮崎県宮崎市大字折生迫字大谷4180
宮崎パブリックゴルフ 宮崎県宮崎市大字田吉字松崎4979-58
宮崎大淀カントリークラブ 宮崎県宮崎市長嶺唯ヶ迫1021
宮崎カントリークラブ 宮崎県宮崎市田吉4855-90
宮崎国際空港カントリークラブ 宮崎県宮崎市田野町乙5030-2
日南串間ゴルフコース 宮崎県串間市大字本城9909-38
宮崎サンシャインカントリークラブ 宮崎県佐土原町東上那珂11538-1
宮崎座論梅ゴルフクラブ 宮崎県児湯郡新富町大字新田17605
一ツ瀬川県民ゴルフ場 宮崎県児湯郡新富町大字新田2591
宮崎小林カントリークラブ 宮崎県小林市南西方1131
たかはるゴルフクラブ 宮崎県西諸県郡高原町大字広原6017
レインボースポーツランドゴルフクラブ 宮崎県都城市高城町石山4474
リージェント宮崎カントリークラブ 宮崎県都城市山田町中霧島4423-4
宮崎ゴルフ倶楽部 宮崎県東諸県郡国富町大字三名3163
美々津カントリークラブ 宮崎県日向市東郷町山陰甲417-94
日南北郷カントリークラブ 宮崎県日南市北郷町郷之原甲2821-1
上米公園パークゴルフ場 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山2954-5
鹿児島国際ゴルフ倶楽部 鹿児島県姶良市加治木町小山田5732
鹿児島高牧カントリークラブ 鹿児島県姶良市蒲生町久末2489-1
蒲生カントリークラブ 鹿児島県姶良市蒲生町米丸2448
奄美カントリークラブ 鹿児島県奄美市名瀬大熊346-1
コスモリゾート　種子島ゴルフリゾート 鹿児島県熊毛郡中種子町増田2810
さつまゴルフリゾート 鹿児島県薩摩郡さつま町求名6122
祁答院ゴルフ倶楽部 鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手3600
入来城山ゴルフ倶楽部 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名4890-11
グリーンヒルカントリークラブ 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野250
いぶすきゴルフクラブ 鹿児島県指宿市開聞川尻6660
鹿児島鹿屋カントリークラブ 鹿児島県鹿屋市上高隈町1337
鹿児島ゴルフリゾート 鹿児島県鹿児島市下福元町12300
喜入カントリークラブ 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町11617-1
南国カンツリークラブ 鹿児島県鹿児島市吉野町6817
島津ゴルフ倶楽部 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4092-2
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 鹿児島県鹿児島市直木町6000
ゴールデンパームカントリークラブ 鹿児島県鹿児島市本城町366
出水ゴルフクラブ 鹿児島県出水市平和町279
大隅カントリークラブ 鹿児島県曽於郡大崎町8519-2
知覧カントリークラブ 鹿児島県南九州市知覧町郡8630
南九州カントリークラブ 鹿児島県日置市伊集院町郡549
湯の浦カントリー倶楽部 鹿児島県日置市吹上町湯之浦393
チェリーゴルフ　鹿児島シーサイドコース 鹿児島県日置市東市来町伊作田6000
鹿児島空港36カントリークラブ 鹿児島県霧島市横川町下ノ高松1023
溝辺カントリークラブ 鹿児島県霧島市溝辺町有川963-11
霧島ゴルフクラブ 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3311
高千穂カントリー倶楽部 鹿児島県霧島市霧島田口2703-20
高千穂カントリー倶楽部　霧島ロイヤルコース 鹿児島県霧島市霧島田口扇山2703-20
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