
都道府県 氏名 施設名 住所 連絡先 対象年齢 形態 料金 他

梅田　宏樹 ニュー真駒内ゴルフセンター 札幌市 011-571-1111 小学生～ 無料 ボール代のみ1ヶ月5,000円

橋立　幸宏 パークゴルフ練習場 江別市 011-385-2121 小学生～ 個人 1,000円/回～

橋立　幸宏 ゴルフクラブ　宮の森 札幌市西区 011-644-3560 小学生～ 個人 1,000円/回～

秋田県 愛甲　和矢 愛甲和矢ゴルフスクール 秋田県内 090-1694-3082 小学生～ 個人・グループ 6,000円～/月

宮城県 神保　芳人 宮城ゴルフガーデン 仙台市 022-278-2035    10歳～ 個人・グループ 12,000円

茨城県 小林　豊司 SNAGゴルフ守谷 守谷市 0297-48-5082 小学生～ 個人・グループ スナッグゴルフからゴルフまで

加茂　靖倫 フラワーヒルゴルフクラブ 下野市 0285-44-4433 小学生～ スクール 6,000円 4回

加茂　靖倫 イーグルゴルフパーク 鹿沼市 0289-76-1900 ～高校生 スクール 6,000円/月

高垣　真路 西の森ゴルフパーク 宇都宮市 028-652-3344 　10歳～ スクール 12,600円 ６ヶ月（20回分）

宮田　正義 グリーンバレーゴルフクラブ みどり市 0277-76-1113 ～高校生 個人・スクール 8,000円 4回、ボール代込

岡村　賢治 ＫＧＣゴルフ練習所 太田市 0277-78-8711 小学生～中学生 個人・スクール 1,000円～

福澤　義光 川越市周辺 川越市 yukichifuku9101@yahoo.co.jp小学生～ 個人 3,000円～

大宮　英二 ゴルフパートナー　日高プラスワン練習場 日高市 042-985-0001 小学生～ グループ・スクール 6,170円

竹内　淳二 カゴハラゴルフクラブ 熊本市 048-532-2852 小学生～中学生 グループ 5,400円/月 ボール代込

園元　浩二 ゴルフプラザデイヒルズ 日高市 042-985-3041 ～高校生 グループ 5,400円/月 1か月定額、何回来てもOK

園元　浩二 霞ゴルフプラザ 川越市 049-233-2741 ～高校生 グループ 5,400円/月 1か月定額、何回来てもOK

布施　武雄 SEIWAゴルフアカデミー（青柳ゴルフ練習場） 草加市 048-931-6255 小学生～中学生 個人・グループ 1,000円/回 30分　週１回無料レッスンあり

石原　明 ゴルフサロン　セラ 野田市 04-7123-8909 ～中学生 個人 5,000円/回 90分

高橋　忠朗 ニューゴルフプラザ幕張 千葉市美浜区 043-213-6777 小学生～中学生 グループ 6,000円/月

松崎　俊一 ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ 柏市 04-7193-0270 ～中学生 スクール 15,000円～ 1期10回

沼尾　豊 高島平サングリーンゴルフセンター 板橋区 090-8056-4470 10歳～ 個人 無料

星野　竜五 明治神宮外苑ゴルフ練習場 新宿区 03-3401-4359 小学生～ グループ 3,240円/回 １時間、ボール代込

山本　ごう 瀬田モダンゴルフ 世田谷区 03-3700-3160 小学生～中学生 個人・グループ 8,400円/月 4回、ボール代込
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木村　剛志 エースガーデン 八王子市 0426-51-1233 小学生～ グループ・スクール 5,000円/月 レッスン受け放題

高野　順二 中台ゴルフセンター 板橋区 03-3932-1194 　　5歳～ 個人・グループ 1000円/10分～

小俣　裕次朗 西荻ゴルフセンター 杉並区 03-3396-1020 小学生～ スクール 8,000円

二見　悠嗣 アウルゴルフ 豊島区 03-3914-1065 ～高校生 グループ 要問合せ

橘川　眞人 横浜スポーツマンクラブ 横浜市保土ヶ谷区 045-351-1556 小学生～中学生 グループ 7,350円/月 月、木曜日　17：30～

大川　浩二 藤沢ジャンボゴルフ 藤沢市 0466‐48‐6611 　　5歳～中学生 スクール 22,000円～ 平日8回、ボール代込、土日8回もあり

新垣　直樹 ゴルフガーデンフォーレスト 横浜市旭区 045-959-0250 小学生～ 個人 10,000円/月 ３回

渡部　正美 ボールパーク 相模原市中央区 042-770-7788 小学生 スクール 10,000円/月 プリペイドカード5,000円プレゼント

久田　順也 ヨコヤマスポーツガーデン 横浜市鶴見区 045-582-7722 　　5歳～ グループ 1,000円 50分、ボール代打席代別

木村　剛志 丸崎ゴルフ練習場 相模原市中央区 0427-52-8118 小学生～ グループ・スクール 5,000円/月 レッスン受け放題

井上　透 横浜スポーツマンクラブ 横浜市戸塚区 045-351-1556 小学生～ グループ 21,600円 ボール代込

井上　透 トゥルーゴルフスタジオ 横浜市中区 045-681-0675 小学生～ グループ

山梨県 橋添　純司 竜王ゴルフ練習場　山梨ジュニアゴルフ塾 甲斐市 080-5055-6968 ～高校生 個人・スクール 10,000円 月4回、個人レッスン6,000円

藤本　裕一 ゴルフスタジオα（アルファ） 新潟市 025-234-0562 小学生～ 個人・スクール 大人料金の2/3

藤本　裕一 ヨネックス新産ゴルフ場 長岡市 0258-47-0777 小学生～ スクール

小林　秀之 ビッグクレストフィールドクラブ 新潟市 0250-22-2222 小学生～中学生 グループ 12,000円 ６ヶ月

石川県 辻　志津雄 花里ゴルフ 金沢市 076-264-3130 ９歳～中学生 スクール 18,000円 全16回、第2、4土曜日　

鵜飼　達雄 一鍬ゴルフクラブ 小牧市 0568-79-4767 小学生～ スクール 12,000円 1クール8回、土日

石橋　真実 ランドマーク桃花台ゴルフクラブ 小牧市 0568-78-1310 ～高校生 個人・スクール 要問合せ

大塚　鋭士 平針ゴルフセンター 名古屋市緑区 052-876-1656 小学生～ グループ 12,960円 10回、1クラス4名まで

加藤　慶輔 ゴルフクラブ大樹　瀬戸校 瀬戸市 0120-562-154 ～高校生 個人・グループ 7,000円～

加藤　慶輔 品川カントリー倶楽部 瀬戸市 0561-41-2933 ～高校生 個人・グループ 7,000円～

前田　太一 天白ゴルフセンター 名古屋市天白区 052-895-8191 ９歳～中学生 グループ・スクール 12,000円 3ヶ月・10回
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山田　貴弘 コスモティックゴルフ 松坂市 0598-28-6855 　9歳～ グループ 5,000円 90分×10回、ボール代別

山田　貴弘 伊勢シーサイドゴルフ倶楽部 伊勢市 0596-36-7600 　9歳～ グループ 2,100円～/回

滋賀県 浪花　建太郎 クラブT'sゴルフスクール 草津市 077-563-1941 ～高校生 グループ 10,000円

京都府 山田　光次 ７２ゴルフクラブ　京都烏丸校 京都市下京区 075-354-0172 小学生～ スクール 21,600円～ 12回、1時間/回

古村　誠 ライズゴルフクラブ本町店 大阪市中央区 06-6281-8839 小学生～ 個人 4,500円/回 1回45分

平尾　勝利 Ｖｒｏａｄ 門真市 072-883-6711 小学生～ 個人・グループ 12,600円/月 毎日可

井内　義浩 ル・パラディ、テニス＆ゴルフ鳳 堺市 072-274-3684 ～小学生 スクール 6,380円～/月 4回

牧野　峰力 宝塚チボリゴルフセンター 宝塚市 0797-81-1121 小学生～ 個人・グループ 5,000円～ ボール代込み

森本　哲司 今福阪奈ゴルフガーデン 大阪市城東区 06-6931-3317 ～高校生 グループ・スクール 4,500円～

北山　雄一郎 内原マスターズゴルフ倶楽部 和歌山市 073-446-0444 小学生～ 個人 2,000円/回 30分、定員２名

北山　雄一郎 花山ゴルフセンター 和歌山市 073-475-2777 小学生～ 個人 2,000円/回 30分、定員２名

山田　光次 ７２ゴルフクラブ　AEON姫路校 姫路市 079-287-1107 小学生～ スクール 21,600円～ 12回、1時間/回

井内　賢二 ゴルフステージ　オーバードライブ 豊岡市 0769-34-6034 小学生～ スクール 3,240円～/月

原田　正孝 OGMゴルフプラザ神戸 神戸市北区 078-986-1172 小学生～ スクール 6,480円 4回

伊東　諭史 菊水ゴルフクラブ 神戸市兵庫区 078-511-3476 小学生～ 個人 10,000円 4回、ボール代・入場料別

伊東　諭史 名谷ゴルフセンター 神戸市須磨区 078-791-7911 小学生～ 個人・グループ 10,000円 4回、ボール代・入場料別

伊東　諭史 尾上ゴルフセンター 加古川市 079-423-6210 小学生～ グループ 5,000円/回

都道府県 氏名 施設名 住所 連絡先 対象年齢 形態 料金 他

増田　能成 高松市ゴルフスポーツ少年団 高松市 087-861-0734 小学生～中学生 スクール 1,500円/回 年会費5,000円、日曜日14：00～19：00

増田　能成 丸亀パブリックジュニアレッスン 丸亀市 0877-23-8200 ～中学生 グループ 無料 毎週土曜日13：00～13：30

山口県 木原　徹 矢筈倶楽部 防府市 0835-22-1855 小学生～ 個人・グループ 2,500円/回 9回20,000円　グループレッスンは応相談

森脇　郁夫 スポーツプラザカメリア８０ 福岡市城南区 092-861-8000 ～高校生 スクール 16,000円 90分8回、ボール代含

川合　滋幸 ゴルフドライビングレンジ四王寺坂 粕屋郡 092-957-6665 ～高校生 個人・スクール 5,000円 ４回、個人レッスン20分1,000円

和歌山県

兵庫県

香川県

福岡県

三重県

大阪府

http://www.cosmotick-golf.com/
http://iseseaside.golf-hp.com/
http://www.risegolfclub.com/index.html
http://vroad.golf-hp.com/
http://www.le-paradis.co.jp/
http://www.1196-562.com/imafukuhanna/index.html
http://uchihara.golf-hp.com/
http://www.yasuda-kousan.com/hanayama-golf.html
http://www.ovdgolf.com/
http://www.orix-golf.jp/
http://www.moriwakigolfschool.com/
http://www.golf-drs.com/

