
中部ゴルフ連盟加盟倶楽部一覧
愛知地区（長野・静岡の一部含む）
愛知カンツリー倶楽部 東山コース

葵カントリークラブ

稲武カントリークラブ

犬山カンツリー倶楽部

岡崎カントリー倶楽部

小原カントリークラブ

春日井カントリークラブ

加茂ゴルフ倶楽部

キャッスルヒルカントリークラブ

吉良カントリークラブ

ゴルフ倶楽部大樹 旭コース

笹戸カントリークラブ

ザ・トラディションゴルフクラブ

さなげカントリークラブ

サン・ベルグラビアカントリー倶楽部

三甲ゴルフ倶楽部京和コース

品野台カントリークラブ

新城カントリー倶楽部

セントクリークゴルフクラブ

知多カントリー倶楽部

中京ゴルフ倶楽部 石野コース

貞宝カントリークラブ

東海カントリークラブ

豊田カントリー倶楽部

名倉カントリークラブ

名古屋グリーンカントリークラブ

名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース

鳴海カントリークラブ

南山カントリークラブ

西尾ゴルフクラブ

額田ゴルフ倶楽部

パインズゴルフクラブ

半田ゴルフリンクス

東名古屋カントリークラブ

平尾カントリークラブ

藤岡カントリークラブ

みとゴルフ倶楽部

緑ヶ丘カンツリークラブ

三好カントリー倶楽部

ロイヤルカントリークラブ

グランディ浜名湖ゴルフクラブ

浜名湖カントリークラブ

浜松カントリークラブ

レイク浜松カントリークラブ

あららぎカントリークラブ

木曽駒高原カントリークラブ

高森カントリークラブ

平谷カントリー倶楽部
ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場

ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部

名古屋広幡ゴルフコース

☎（052）701-1161

☎（0564）62-1231

☎（0565）82-2300

☎（0568）61-2281

☎（0564）48-2731

☎（0565）65-3388

☎（0568）88-0555 

☎（0565）90-2580

☎（0533）93-6550

☎（0563）32-2111

☎（0565）68-2222

☎（0565）68-2116

☎（0564）46-1234

☎（0565）48-1301

☎（0564）82-3955

☎（0565）98-3535

☎（0561）41-0078

☎（0536）26-1181

☎（0569）88-5522

☎（0565）64-2121

☎（0569）73-2111

☎（0565）41-2100

☎（0565）31-1601

☎（0533）87-2101

☎（0565）80-3732

☎（0536）65-0341

☎（0565）76-4111

☎（052）801-1111

☎（052）876-1531

☎（0565）42-1111

☎（0563）72-2111

☎（0564）84-2311

☎（0565）65-3661

☎（0569）24-2775

☎（0565）48-1331

☎（0533）87-5221

☎（0565）76-2331

☎（0533）75-3900

☎（052）795-1111

☎（0561）74-1221

☎（0565）90-3121

☎（053）488-0120

☎（053）579-0511

☎（053）925-4141

☎（053）544-0341

☎（0265）47-2331

☎（0264）23-7001

☎（0265）35-3355

☎（0265）48-2111

☎（0561）53-3993

☎（0567）68-6651

☎（0565）48-1551

☎（0574）64-1211

☎（0573）54-3131

☎（0572）69-2326

☎（0573）43-4141

☎（0573）25-5111

☎（0585）22-3103

☎（058）384-6111

☎（0575）24-5811

☎（058）382-1121

☎（058）239-9800

☎（0581）22-1600

☎（0575）22-2424

☎（0575）29-0888

☎（0575）35-0111

☎（0581）32-5136

☎（0572）65-3939

☎（0575）23-1188

☎（0572）68-1212

☎（0572）63-3800

☎（0574）43-1111

☎（0573）56-4141

☎（0585）56-3535

☎（05769）2-2222

☎（0572）52-2411

☎（0572）68-8888

☎（0572）25-1111

☎（0584）47-2321

☎（0572）23-7511

☎（0574）64-1131

☎（0572）63-1122

☎（0574）54-1002

☎（0575）33-4333

☎（0572）65-4111

☎（0572）63-3111

☎（058）231-2286

☎（0574）65-2121

☎（0573）56-2000

☎（0572）68-9111

☎（0577）34-5151

☎（0572）69-2126

☎（0572）63-3131

☎（0574）64-1111

☎（0574）27-3111

☎（0572）68-2126

☎（0574）67-3511

☎（0574）72-1000

☎（0575）23-1611

☎（0574）49-2111

☎（0572）43-4181

☎（0584）45-0071

☎（0573）56-3311

☎（0581）55-2211

☎（0584）45-2330

岐阜地区（長野の一部含む）
愛岐カントリークラブ

明智ゴルフ倶楽部

明世カントリークラブ

いわむらカントリークラブ

恵那峡カントリークラブ

大垣カントリー倶楽部

各務原カントリー倶楽部

岐阜稲口ゴルフ倶楽部

岐阜カンツリー倶楽部

岐阜北カントリー倶楽部

岐阜国際カントリー倶楽部

岐阜関カントリー倶楽部

岐阜セントフィールドカントリー倶楽部

ぎふ美濃ゴルフ倶楽部

岐阜本巣カントリークラブ

クラウンカントリークラブ

グリーンヒル関ゴルフ倶楽部

グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部

さくらカントリークラブ

笹平カントリー倶楽部

三甲ゴルフ倶楽部谷汲コース

荘川高原カントリー倶楽部

新陽カントリー倶楽部

瑞陵ゴルフ倶楽部

スプリングフィールドゴルフクラブ

関ヶ原カントリークラブ

多治見カントリークラブ

中部国際ゴルフクラブ

デイリー瑞浪カントリー倶楽部

TOSHIN Golf Club Central Course

TOSHIN さくら Hills Golf Club

東濃カントリー倶楽部

中仙道ゴルフ倶楽部

長良川カントリー倶楽部

日本ラインゴルフ倶楽部

ニューキャピタルゴルフ倶楽部

花の木ゴルフクラブ

飛騨高山カントリークラブ

日吉ハイランド倶楽部

フォレストみずなみカントリークラブ

富士カントリー可児クラブ

法仙坊ゴルフ倶楽部

瑞浪高原ゴルフ倶楽部

美岳カントリークラブ

美濃関カントリークラブ

むらさき野カントリークラブ

名岐国際ゴルフ倶楽部

山岡カントリークラブ

養老カントリークラブ

美濃白川ゴルフ倶楽部
飛水峡コース

青山高原カントリークラブ

阿山カンツリー倶楽部

伊勢カントリークラブ

伊勢中川カントリークラブ

霞ゴルフクラブ

近鉄賢島カンツリークラブ

グリーンハイランドカントリー倶楽部

グレイスヒルズカントリー倶楽部

桑名カントリー倶楽部

榊原ゴルフ倶楽部

三甲ゴルフ倶楽部 榊原温泉コース

島ヶ原カントリークラブ

ジャパンクラシックカントリー倶楽部

鈴鹿カンツリークラブ

スリーレイクスカントリークラブ

双鈴ゴルフクラブ 関コース

タートルエースゴルフ倶楽部

中日カントリークラブ

津カントリー倶楽部

東建多度カントリークラブ・名古屋

ナガシマカントリークラブ

名張カントリークラブ

名張サウスカントリー倶楽部

西日本セブンスリーゴルフクラブ

フォレスト芸濃ゴルフクラブ

藤原ゴルフクラブ

松阪カントリークラブ

三重カンツリークラブ

三鈴カントリー倶楽部

名松・ゴルフクラブ

名阪チサンカントリークラブ

名阪ロイヤルゴルフクラブ

名四カントリークラブ

四日市カンツリー倶楽部

四日市の里ゴルフクラブ

ライオンズゴルフ倶楽部

リオフジワラカントリークラブ

涼仙ゴルフ倶楽部

ルート25ゴルフクラブ

鈴峰ゴルフ倶楽部

ローモンドカントリー倶楽部

六石ゴルフ倶楽部

菰野倶楽部ジャック・ニクラウス
ゴルフコース

TOSHIN Princeville
Golf Course

エクセレントゴルフクラブ
伊勢大鷲コース

メナードカントリークラブ
青山コース

☎（059）252-1511

☎（0595）43-1666

☎（0596）58-4141

☎（059）293-1585

☎（059）252-2050

☎（059）265-3990

☎（0599）43-1082

☎（0595）63-5188

☎（059）327-1110

☎（0594）31-5111

☎（059）262-2111

☎（059）262-4131

☎（0598）43-2333

☎（059）394-5111

☎（059）264-0050

☎（059）252-3535

☎（0595）59-3000

☎（0595）42-0050

☎（059）265-3311

☎（0594）74-3211

☎（0595）98-0500

☎（0595）83-1212

☎（059）371-1188

☎（059）237-3580

☎（0594）４8-5811

☎（059）279-3088

☎（0594）74-4111

☎（0595）65-1111

☎（0595）69-1811

☎（0598）42-1212

☎（059）265-4477

☎（0594）46-4111

☎（0598）29-2911

☎（059）392-3163

☎（059）371-1551

☎（059）294-7241

☎（0595）43-0735

☎（0595）45-3501

☎（059）331-2211

☎（0595）54-1311

☎（059）337-1111

☎（059）322-3456

☎（0595）85-1517

☎（0594）46-3111

☎（0594）74-5110

☎（0595）45-7070

☎（059）371-0711

☎（0595）85-1000

☎（0594）72-3611

北陸地区（福井）
芦原ゴルフクラブ

越前カントリークラブ

越前武生カントリークラブ

ゴールド福井カントリークラブ

杉ノ木台ゴルフクラブ

敦賀国際ゴルフ倶楽部

フォーレスト福井ゴルフクラブ

フクイカントリークラブ

福井国際カントリークラブ

わかさカントリー倶楽部

☎（0776）79-1111

☎（0776）75-2100

☎（0778）29-2201

☎（0776）98-4100

☎（0776）38-3000

☎（0770）22-2050

☎（0776）83-1118

☎（0776）66-5111

☎（0776）73-3311

☎（0770）62-1515

北陸地区（石川）

北陸地区（富山）
魚津国際カントリークラブ

大山カメリアカントリークラブ

呉羽カントリークラブ

ゴルフ倶楽部ゴールドウイン

千羽平ゴルフクラブ

太閤山カントリークラブ

高岡カントリー倶楽部

立山カントリークラブ

トナミロイヤルゴルフ倶楽部

富山カントリークラブ

花尾カントリークラブ

氷見カントリークラブ

八尾カントリークラブ

☎（0765）32-8211

☎（076）483-2800

☎（076）434-2100

☎（0766）61-3000

☎（0766）61-4341

☎（0766）56-1200

☎（0766）36-1111

☎（076）463-1111

☎（0763）62-3955

☎（076）467-2240

☎（0766）31-2000

☎（0766）74-1100

☎（076）455-2611

石川ゴルフ倶楽部

加賀カントリークラブ

加賀セントラルゴルフ倶楽部

片山津ゴルフ倶楽部

金沢カントリー倶楽部

金沢ゴルフクラブ

金沢セントラルカントリー倶楽部

金沢東ゴルフクラブ

小松カントリークラブ

ゴルフ倶楽部金沢リンクス

ゴルフクラブツインフィールズ

ザ・カントリークラブ・能登

朱鷺の台カントリークラブ

那谷寺カントリー倶楽部

能登カントリークラブ

能登ゴルフ倶楽部

能登島ゴルフアンドカントリークラブ

白山カントリー倶楽部

山代ゴルフ倶楽部

和倉ゴルフ倶楽部

☎（076）288-1111

☎（0761）72-3315

☎（0761）72-2525

☎（0761）74-0810

☎（076）283-1133

☎（076）229-1515

☎（076）251-0011

☎（076）257-5321

☎（0761）43-3030

☎（076）237-2222

☎（0761）47-4500

☎（0768）52-3131

☎（0767）27-1121

☎（0761）65-2020

☎（0767）28-3155

☎（0767）32-1212

☎（0767）85-2311

☎（0761）51-4181

☎（0761）77-7200

☎（0767）52-1667

COCOPA RESORT CLUB
三重白山ゴルフコース 
COCOPA RESORT CLUB
三重フェニックスゴルフコース 

COCOPA RESORT CLUB
白山ヴィレッジゴルフコース 

レイクグリーンゴルフ倶楽部

鷲ヶ岳高原ゴルフ倶楽部

信州伊那国際ゴルフクラブ

やまがたゴルフ倶楽部
美山コース

☎（0574）67-5555

☎（0575）72-5100

☎（0265）73-3131

三重地区

（準会員）

（準会員）

（準会員）

新南愛知カントリークラブ
美浜コース

メナードカントリークラブ
西濃コース

GOLF5カントリー
みずなみコース

●詳細は、ＣＧＡホームページ（http://www.cga.jp）または、各倶楽部ホームページをご覧ください。
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