
【東海農政局管内】

下呂カントリークラブ 岐阜県下呂市宮地1083-1-8
明智ゴルフ倶楽部　かしおゴルフ場 岐阜県加茂郡川辺町鹿塩字白砂1168
美濃白川ゴルフ倶楽部 岐阜県加茂郡白川町白山1033
むらさき野カントリークラブ 岐阜県加茂郡八百津町久田見3115-1
岐阜スプリングゴルフクラブ 岐阜県加茂郡八百津町錦織1674-1
さくらカントリークラブ 岐阜県加茂郡八百津町上飯田字大屋1488
トーシンゴルフクラブセントラルコース 岐阜県加茂郡富加町大平賀950
エクセレントゴルフクラブ　みたけ花トピアコース 岐阜県可児郡御嵩町古屋敷字東洞155-1
美岳カントリークラブ 岐阜県可児郡御嵩町前沢8075-3
こぶしゴルフ倶楽部 岐阜県可児郡御嵩町前沢8075-6
ワールドレイクゴルフ倶楽部 岐阜県可児郡御嵩町中切字天王洞1715
サンクラシックゴルフクラブ 岐阜県可児郡御嵩町比衣字北大洞1097-1-1
レイクグリーンゴルフ倶楽部 岐阜県可児郡御嵩町美佐野字押山2652-1
東建塩河カントリー倶楽部 岐阜県可児市塩河深山846-1
中部国際ゴルフクラブ 岐阜県可児市柿下126-2
小萱チェリークリークカントリークラブ 岐阜県可児市久々利奥小栗431-5
富士カントリー可児クラブ　美濃ゴルフ場 岐阜県可児市久久利柿下入会字奥磯山3-88
富士カントリー可児クラブ　可児ゴルフ場 岐阜県可児市久々利向平221-2
日本ラインゴルフ倶楽部 岐阜県可児市室原87
名古屋ヒルズゴルフ倶楽部　ローズコース 岐阜県可児市西帷子125-1
愛岐カントリークラブ 岐阜県可児市大森1501
各務原カントリー倶楽部 岐阜県各務原市須衛天狗谷2360-1
岐阜カンツリー倶楽部 岐阜県各務原市蘇原北山町2-8
岐阜稲口ゴルフ倶楽部 岐阜県関市 稲口1189
岐阜関カントリー倶楽部 岐阜県関市山田芳洞1691-1
グリーンヒル　関ゴルフ倶楽部 岐阜県関市小迫間東別所852
岐阜セントフィールドカントリー倶楽部 岐阜県関市神野字宮後3496
シーダーヒルズカントリークラブ 岐阜県関市西神野1181-1
美濃関カントリークラブ 岐阜県関市塔之洞字中洞3984
トーシンさくらヒルズゴルフコース 岐阜県関市武芸川町八幡19-1
岐阜北カントリー倶楽部 岐阜県岐阜市奥475
OGC岐阜中央ゴルフパーク 岐阜県岐阜市芥見薬師洞5576-3
長良川カントリー倶楽部 岐阜県岐阜市長良雄総北裏山862-8
鷲ヶ岳高原ゴルフ倶楽部 岐阜県郡上市高鷲町大鷲3262-1
デイリー郡上カントリー倶楽部 岐阜県郡上市高鷲町鷲見字上野2363
白鳥高原カントリークラブ 岐阜県郡上市白鳥町石徹白桧峠133
いわむらカントリークラブ 岐阜県恵那市岩村町飯羽間字小沢山3689-17
メダリオン・ベルグラビアリゾート 岐阜県恵那市串原3915
山岡カントリークラブ 岐阜県恵那市山岡町下手向786-100
ニューキャピタルゴルフ倶楽部 岐阜県恵那市山岡町久保原772-7
笹平カントリー倶楽部 岐阜県恵那市山岡町田代1492-1
アドニスゴルフクラブ 岐阜県恵那市上矢作町漆原572-210
恵那峡カントリ－クラブ 岐阜県恵那市長島町中野1269-51
明智ゴルフ倶楽部　明智ゴルフ場 岐阜県恵那市明智町吉良見980-2
飛騨高山カントリークラブ 岐阜県高山市石浦町1108
荘川高原カントリー倶楽部 岐阜県高山市荘川町岩瀬620-2
明智ゴルフ倶楽部　荘川ゴルフ場 岐阜県高山市荘川町野々俣957-1
鈴蘭高原カントリークラブ 岐阜県高山市朝日町西洞1628-1
高富ゴルフ倶楽部 岐阜県山県市大桑1922
やまがたゴルフ倶楽部　美山コース 岐阜県山県市谷合2817
岐阜国際カントリー倶楽部 岐阜県山県市梅原1700番地
グリーンヒル　瑞浪ゴルフ倶楽部 岐阜県瑞浪市稲津町小里2722
デイリー瑞浪カントリー倶楽部 岐阜県瑞浪市釜戸町1069番地
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GOLF5カントリー　みずなみコース 岐阜県瑞浪市釜戸町字大洞2283-1
フォレストみずなみカントリークラブ 岐阜県瑞浪市釜戸町上桑原4605
中仙道ゴルフ倶楽部 岐阜県瑞浪市大湫町621-1
瑞浪高原ゴルフ倶楽部 岐阜県瑞浪市土岐町4858-4
瑞陵ゴルフ倶楽部 岐阜県瑞浪市土岐町8263-31
クラウンカントリークラブ 岐阜県瑞浪市陶町猿爪1030
東濃カントリークラブ 岐阜県瑞浪市陶町水上830
日吉ハイランド倶楽部 岐阜県瑞浪市日吉町8004-25
ベルフラワーカントリー倶楽部 岐阜県瑞浪市日吉町8671-1
花の木ゴルフクラブ 岐阜県瑞浪市日吉町8675-1
明世カントリークラブ 岐阜県瑞浪市明世町月吉1112-88
スプリングフィールドゴルフクラブ 岐阜県多治見市小名田1
多治見カントリークラブ 岐阜県多治見市長瀬町3番地
多治見北ゴルフ倶楽部 岐阜県多治見市北小木町620-1
上石津ゴルフ倶楽部 岐阜県大垣市上石津町三ッ里1016-4
養老カントリークラブ 岐阜県大垣市上石津町堂之上1526-2
メナードカントリークラブ　西濃コース 岐阜県大垣市上石津町祢宜上600
関ヶ原カントリークラブ 岐阜県大垣市上石津町牧田95-18
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 岐阜県中津川市茄子川1688-154
フォーティーンヒルズカントリークラブ 岐阜県中津川市飯沼1511-456
明智ゴルフ倶楽部　ひるかわゴルフ場 岐阜県中津川市蛭川5735-3
名岐国際ゴルフ倶楽部 岐阜県土岐市妻木町3059
新陽カントリー倶楽部 岐阜県土岐市鶴里町細野1378-3
飛騨数河カントリークラブ 岐阜県飛騨市古川町数河80-1
伊深の森カントリークラブ 岐阜県美濃加茂市伊深町2345
明智ゴルフ倶楽部　賑済寺ゴルフ場 岐阜県美濃加茂市山之上町宮洞3300-1
クレセントバレーカントリークラブ美濃加茂 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋1173番地
法仙坊ゴルフ倶楽部 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋1617
ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 岐阜県美濃市横越383-1
岐阜本巣カントリークラブ 岐阜県本巣市外山2120-30
三甲ゴルフ倶楽部　谷汲コース 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬乾谷
大垣カントリー倶楽部 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方2975-2
三好カントリー倶楽部 愛知県みよし市黒笹町三ヶ峯1271
名古屋ゴルフ倶楽部 愛知県愛知郡東郷町大字和合ドンドロ35-1
ザ・トラディションゴルフクラブ 愛知県岡崎市岩中町1番地
岡崎高原カントリークラブ 愛知県岡崎市駒立町字ノボリ10番地
サン・ベルグラビアカントリー倶楽部 愛知県岡崎市鹿勝川町玉沢2-9
岡崎カントリー倶楽部 愛知県岡崎市池金町字下北山2-39
額田ゴルフ倶楽部 愛知県岡崎市南大須町字桃の沢41
葵カントリークラブ 愛知県額田郡幸田町大字大草小沢37-1
犬山カンツリー倶楽部 愛知県犬山市前原字橋爪山1-4
春日井カントリークラブ 愛知県春日井市西尾町イモジ洞1071番地の10
オールドレイクゴルフ倶楽部 愛知県春日井市西尾町白川986-1
新城カントリー倶楽部 愛知県新城市一鍬田赤座ヶ入1-1
つくでゴルフクラブ 愛知県新城市作手高里字円所1
秋葉ゴルフ倶楽部 愛知県新城市七郷一色字桐久保35
パインフラットゴルフクラブ 愛知県新城市小畑字大入1-1
三河カントリークラブ 愛知県新城市豊栄1-16
品野台カントリークラブ 愛知県瀬戸市上品野町1350
定光寺カントリークラブ 愛知県瀬戸市定光寺町1223
西尾ゴルフクラブ 愛知県西尾市一色町大塚河田28
吉良カントリークラブ 愛知県西尾市吉良町乙川北大山31番地
新南愛知カントリークラブ美浜コース 愛知県知多郡美浜町大字野間字内扇43番地
知多カントリー倶楽部 愛知県知多郡武豊町富貴111-1
伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部 愛知県田原市伊良湖町宮下2822-2
半田ゴルフリンクス 愛知県半田市川崎町3-1-1
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ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 愛知県尾張旭市大字新居5182-1
みとゴルフ倶楽部 愛知県豊川市御津町金野籠田37-27
キャッスルヒルカントリークラブ 愛知県豊川市足山田町奥滝場20-2
本宮パークカントリークラブ 愛知県豊川市東上町勝川91
東海カントリークラブ 愛知県豊川市平尾町糠川11-31
平尾カントリークラブ 愛知県豊川市平尾町木崩61-27
稲武カントリークラブ 愛知県豊田市夏焼町クダリヤマ495-9
豊田カントリー倶楽部 愛知県豊田市岩滝町コンジﾞ593-1
セントクリークゴルフクラブ 愛知県豊田市月原町黒木1-1
名古屋グリーンカントリークラブ 愛知県豊田市御作町釜土1188-1
広幡ゴルフコース 愛知県豊田市広幡町大洞南奥36番地
東名古屋カントリークラブ 愛知県豊田市篠原町大沢3番地
パインズゴルフクラブ 愛知県豊田市松名町太田478番地
藤岡カントリークラブ 愛知県豊田市西中山町崩ヶ崎23-1
ゴルフ俱楽部大樹　旭コース 愛知県豊田市浅谷町平柴20-1
小原カントリークラブ 愛知県豊田市大ヶ蔵連町西山710
ロイヤルカントリークラブ 愛知県豊田市大沼町切山8番地1
笹戸カントリークラブ 愛知県豊田市大坪町大入34-1
南山カントリークラブ 愛知県豊田市中金町獅子ヶ谷955番地
三甲ゴルフ倶楽部　京和コース 愛知県豊田市中立町井ノ向7-1
貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町貞宝8番地
さなげカントリークラブ 愛知県豊田市保見町小黒実88番地
中京ゴルフ俱楽部　石野コース 愛知県豊田市芳友町深田510
ゴルフ倶楽部大樹　豊田コース 愛知県豊田市野口町阿瀬房481-5
加茂ゴルフ倶楽部 愛知県豊田市立岩町白土22
名倉カントリークラブ 愛知県北設楽郡設楽町東納庫丸根
緑ヶ丘カンツリークラブ 愛知県名古屋市守山区吉根長廻間3241
庄内川ゴルフ倶楽部 愛知県名古屋市北区福徳町6丁目48番地
愛知カンツリー倶楽部 愛知県名古屋市名東区猪高町高針字山の中20-1
鳴海カントリークラブ 愛知県名古屋市緑区鳴海町字横吹51番地
ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 愛知県弥富市富浜1-4
ナガシマカントリークラブ 三重県いなべ市員弁町市之原2164
涼仙ゴルフ倶楽部 三重県いなべ市員弁町東一色2796
スリーレイクスカントリークラブ 三重県いなべ市員弁町畑新田1ｰ1
リオフジワラカントリー 三重県いなべ市藤原町篠立3111
藤原ゴルフクラブ 三重県いなべ市藤原町上相場640-7
リオフジワラカントリークラブ 三重県いなべ市藤原町大字篠立字北山3111
六石ゴルフ倶楽部 三重県いなべ市北勢町阿下喜3290
京ヶ野ゴルフ倶楽部 三重県いなべ市北勢町川原3843
ルート25ゴルフクラブ 三重県伊賀市愛田2280
阿山カンツリー倶楽部 三重県伊賀市円徳院1636
セントレイクスゴルフ倶楽部 三重県伊賀市上郡大峯1338
隨縁カントリークラブ　キャニオン上野コース 三重県伊賀市西山3008
名阪ロイヤルゴルフクラブ 三重県伊賀市西之澤1598
アリジカントリークラブ　花垣コース 三重県伊賀市大滝1258
名阪チサンカントリークラブ 三重県伊賀市田中1029
島ヶ原カントリークラブ 三重県伊賀市島ヶ原8300
伊賀ゴルフコース 三重県伊賀市比土4167-3
ジャパンクラシックカントリー倶楽部 三重県伊賀市槙山下田17-1
メナードカントリークラブ　青山コース 三重県伊賀市霧生2356
バードウィングカントリークラブ 三重県伊賀市槇山1321
エクセレントゴルフクラブ　伊勢二見コース 三重県伊勢市朝熊町字鴨谷4383-82
桑名国際ゴルフ倶楽部 三重県員弁郡東員町大木2929
双鈴ゴルフクラブ　関コース 三重県亀山市加太梶ヶ坂2985-2
タートルエースゴルフ倶楽部 三重県亀山市山下町1055
PGM亀山ゴルフクラブ 三重県亀山市小川町83
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ローモンドカントリー倶楽部 三重県亀山市両尾町2570-3
ライオンズゴルフ倶楽部 三重県亀山市両尾町字小屋ヶ畑603番地
桑名カントリー倶楽部 三重県桑名市嘉例川851
東建多度カントリークラブ・名古屋 三重県桑名市多度町古野2692           
三重カンツリークラブ 三重県三重郡菰野町千草7190
菰野倶楽部　ジャックニクラウスゴルフコース 三重県三重郡菰野町大字菰野字北谷459
グレイスヒルズカントリー倶楽部 三重県四日市市桜町池之谷2230
四日市カンツリー倶楽部 三重県四日市市山城町640
名四カントリークラブ 三重県四日市市山之一色町1760
GOLF5カントリー　四日市コース 三重県四日市市水沢町1510
四日市の里ゴルフクラブ 三重県四日市市内山町8279
近鉄賢島カンツリークラブ 三重県志摩市阿児町鵜方3620-5
伊勢志摩カントリークラブ 三重県志摩市磯部町的矢白々谷187-1
近鉄浜島カンツリークラブ 三重県志摩市浜島町迫子1614-1
NEMU GOLF CLUB 三重県志摩市浜島町迫子2692-3
松阪カントリークラブ 三重県松阪市下村町2160
ココパリゾートクラブ　三重フェニックスゴルフコース 三重県松阪市嬉野滝之川町354
西日本セブンスリーゴルフクラブ 三重県松阪市嬉野島田町1242-1
伊勢中川カントリークラブ 三重県津市一志町井生1743-2
名松・ゴルフクラブ 三重県津市一志町波瀬5992-2
エクセレントゴルフクラブ　一志温泉コース 三重県津市一志町波瀬長谷581
エクセレントゴルフクラブ　伊勢大鷲コース 三重県津市稲葉町1497
青山高原カントリークラブ 三重県津市稲葉町3191番地
鈴鹿カンツリークラブ 三重県津市芸濃町楠原2417-1
霞ゴルフクラブ 三重県津市芸濃町椋本4766
フォレスト芸濃ゴルフクラブ 三重県津市芸濃町林2245
三甲ゴルフ倶楽部　榊原温泉コース 三重県津市榊原町ソヤ谷1538番地
一志ゴルフ倶楽部 三重県津市大仰2961
榊原ゴルフ倶楽部 三重県津市白山町三ヶ野1335
ココパリゾートクラブ　三重白山ゴルフコース 三重県津市白山町川口4907
ココパリゾートクラブ　白山ヴィレッジゴルフコース 三重県津市白山町川口6262
美杉ゴルフ倶楽部 三重県津市美杉町下多気3437-34
ザ・サードブレーズカントリークラブ 三重県津市美杉町竹原4095番地
TOSHIN Princeville Golf Course 三重県津市美里町三郷588
津カントリー倶楽部 三重県津市片田長谷町30番地
伊勢カントリークラブ 三重県度会郡玉城町世古1362
名張カントリークラブ 三重県名張市上小波田1393
名張サウスカントリー倶楽部 三重県名張市神屋2476
グリーンハイランドカントリー倶楽部 三重県名張市薦生大峯1116-3
桔梗が丘ゴルフコース 三重県名張市滝之原字笹尾3682
鈴峰ゴルフ倶楽部 三重県鈴鹿市伊船町151-4
三鈴カントリー倶楽部 三重県鈴鹿市小社町767
鈴鹿の森ゴルフクラブ 三重県鈴鹿市西庄内町1882
中日カントリークラブ 三重県鈴鹿市東庄内町字上宮代1447
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