
　日本には約2,300のゴルフコースがあります。日本ゴルフコース設計者協会は、毎年「ゴルフコース設計研修会」を開
催して、先人設計の代表コース、協会会員の設計コース、改造設計が行われたコースなど、100コース以上の視察プレー
を行ってきました。
　多くのゴルフ場の中から今回は、霞ヶ関カンツリー倶楽部、我孫子ゴルフ倶楽部、若松ゴルフ倶楽部、大利根カントリ
ークラブをご紹介いたします。
　各ゴルフコースの紹介内容は、各倶楽部WEBサイトとゴルフダイジェスト社発行の「美しい日本のゴルフコース」から
文章と写真を一部引用させて頂きました。

  In Japan, there are approximately 2,300 golf courses. Japanese Society of Golf Course Architects (JSGCA) 
has been holding “Golf Course Architecture Training Sessions” and visiting more than 100 courses includ-
ing typical courses designed by predecessors, member of JSGCA, and those re-designed.
  Among many golf courses, I would like to introduce Kasumigaseki Country Club, Abiko Golf Club, Waka-
matsu Golf Club and Ohtone Country Club this time.
  Some of the contents of these course introductions were taken from the article and photos form each 
Club`s website and “Beautiful Golf Culture in Japan” published by the Golf Digest.

『Beautiful golf culture in Japan』
『日本の美しいゴルフコース』
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霞ヶ関カンツリー倶楽部 Kasumigaseki Country Club

我孫子ゴルフ倶楽部 Abiko Golf Club

若松ゴルフ倶楽部 Wakamatsu Golf Club

大利根カントリークラブ Ohtone Country Club



霞ヶ関カンツリー倶楽部

　笠幡の旧家の当主、發智庄平氏の願いと、藤田欽哉、赤星
四郎、両氏らの尽力が実を結び、1929年に東コースが竣工。
西コースは会員の間から高まった第２コース建設の要望に
応えて1932年に完成、霞は我が国で初めて36ホールズを持
つゴルフ場となった。戦後、米軍によって接収されたが、農地
化などで荒れ果てたコースは接収中も復旧へ向けた作業が
行われ、1954年に36ホールズが再開。その3年後、東コース
で開催されたカナダカップ（現ワールドカップ）は日本にゴ
ルフブームをもたらした。

　それから63年後の2020年、同じ東コースが東京オリン
ピックにおいてゴルフの競技会場として予定されており、霞
に新たな歴史が刻まれる。

　東コースは2016年10月にトム＆ローガン・ファジオ氏によ
り改造されたダイナミックなコース。かつてのチャールズ・ア
リソン氏改造のクラシカルな印象を残しつつ、フェアウェイ
には適度なうねりが与えられ、 傾斜のある大きなグリーンを
ガードする深く大きいバンカーが特徴であり、正確なアイア
ンショットが求められる。

　西コースは井上誠一氏により設計され、川田太三氏が改
造した優美なコースであるが、ティーショットからピンポイン
トで攻めることを余儀なくされるホ－ルが多い。インに入る
と、景観は一変して池やクリークを生かした優雅ともいえる
たたずまい。だが、その優雅さは数々の罠をも秘めている。
正確なショットが求められ、気の抜けないホールが続く。

　1930年、アリソン氏が来訪し、18ホールの改造案を提出。
助手のペン・グレースの監督の下、1931年から8年かけて完
了したと40年史に記してある。リンクスコースをモチーフに
し、近代設計の父コルト氏に影響を受けたアリソンの設計概
念は見事。戦前の時代にゴルフコースに革命を起こした事
は間違いない。東コースは一躍、世界的名コースの一つとし
て認められた。

　西コースは1953年、井上誠一氏設計によって8ホール新
設、1ホール改造で復活した。当時はツーグリーンだったが、
現在のコースはメンバーでもある川田太三氏によって改造

され、高速化に対応できる微妙なうねりがあるモダンなワン
グリ－ンに生まれ変わった。

　時は経て、東コースは2020年を見据えた大胆な改造で大
きく変貌を遂げた。ファジオ親子がタフなコースに次世代型
モダンアートを表現した。若返って進化した東コースには新
しい未来を予感させる息吹が感じられる。「時代が変わって
も、霞が関の木々は永遠に変わらず輝いているだろう」とい
う藤田欽哉の言葉を想い出した。霞が関カンツリー倶楽部
の将来を見守りたい。

監事 ： 武居　振一　

開場日：東コース　1929年10月6日　           西コース　1932年6月12日
コース：東コース　18H／7466Y／P71　　西コース　18H／7113Y／P73
設　計：東コース　藤田　欽哉、赤星　四郎　改造設計　チャールズ・ヒュー・アリソン（1930年12月）　トム＆ローガン・ファジオ（2016年10月）　
           　西コース　井上　誠一　　                    改造設計　川田　太三

埼玉県川越市大字笠幡3398    Phone：049-231-2181

日本の美しいゴルフコース

  Shohei Hocchi, local land lord, and two 
golf expert, Kinya Fujita and Shiro 
Akahoshi cooperated to open East Course 
in 1929, followed by the West Course in 
1932, strongly requested by the fellow 
chartered members, and thus, become 
the first 36 hole golf course in Japan.

  Occupied by the US Military and called 
Johnson Golf Club for a while, but, 
gradually recover its original land shape 
to re-open the 36 holes in 1954, and 
Canada Cup, staged three years later in 
1957, with everybody’s surprise, brought 
“ Golf Boom” into Japan with Japan 
winning both Team and Individual 
Competition.

  63 years later, East Couse is waiting to 
stage Tokyo Olympic Games of 2020 for 
in August for the Club’s another History.

  East Course was redesigned by Tom and Logan Fazio in 
2016.
  Combined by the images of the original course, designed 
by 6 original members in 1929, later added help from 
Charles Allison for a very classical feature, Fazio’s moved 
fairways, greens and bunkers to a dynamic structure of 
the new East Course for the coming big event.

  West course, original Architect by Seiichi Inoue, reborn 
as “ One Green Golf Course” in 2000 by Taizo Kawata.

  The course asks player to pin point tee shot, approach 
shot to the tiny target, and many water holes test players 
nerves on the back nine.

  According to Club 40years anniversary publication, 
Chares H. Allison visited and submitted remodeling plan 
for 18holes in 1930, and under the supervision of Ben 
Grace, actual work had started in 1931 and took 8 years to 
complete.

  Inspired by Harry Colt, farther of the modern golf course 
architecture, as a motif of links course, Allison`s design 
concept was superb, and sure made a revolution in a golf 
course designing in the pre-war era. East course was 
widely recognized as one of the best courses in the world.

  West course reopened in 1953 with new 8 holes and 
remodeled 1 hole both designed by Seiichi Inoue. Though 
it started with 2 greens, Taizo Kawata, member of the 
Club remodeled the course into 1 green that has modern 

high-speed surface with subtle and delicate undulation

  Recently East course, as a venue for 2020 Tokyo Olympic 
game, had made a significant transformation. Fazios, 
father and son duo, made a major renovation and represent 
the next generation modern art on the tough golf course. 
Newly rejuvenated East course are full of respiration 
foreseeing its bright future.

  It reminds me of the word that Kinya Fujita refers as “
Time may pass by, but trees of Kasumigaseki continue 
shinning forever.” I would like to observe the future of 
Kasumigaseki Country Club.

Shinichi Takei, Auditor
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Open Date: East Course, October 6, 1929     West Course, June 12, 1932
Course : East Course, 18 holes, 7466 yards, Par 71     West Course, 18 holes, 7113 yards, Par 73
Original Design : East Course, Kinya Fujita, Shiro Akahoshi     Remodeling design : Charles H. Allison (December 1930)    Tom and Logan Fazio (October 2016)
Original Design : West Course Seiichi Inoue                             Remodeling design : Taizo Kawata 

Kasumigaseki Country Club
3398 Kasahata, Kawagoe-shi, Saitama     Phone：049-231-2181

Beautiful Golf Courses in Japan

East course hole # 10 (par 3) before redesigning



我孫子ゴルフ倶楽部

　我孫子ゴルフ倶楽部は1930年1月にコース建設にとりか
かった。コース設計を東京ゴルフ倶楽部の会員であった赤
星四郎、六郎の両氏に依頼し、同年10月5日にインの9ホー
ルが竣工して、仮開場式が行われた。1931年10月18日に18
ホールが完成し、その開場式が行われた。この日、朝香宮が
始球式をされたが、招待客や会員のほかに、地元近郷の人
たちが多数集って、我孫子町空前の盛観を呈したといわれて
いる。

　完成された我孫子コースは、手賀沼と利根川に挟まれた
台地と谷地を巧みに利用し、幽邃な森と理想的な地形に
よって、戦略性の高い関東屈指の名コースとなり、1933年8
月に、関東プロゴルフ選手権が開催されたのを始めとして多
数のナショナル競技が開催されている。

　終戦後は、相模カンツリー倶楽部と共に駐留軍の接収を
免れて、関東におけるただ二つの日本人専用のコースとして
残された。

　その後、コースは井上誠一氏によって、さらに改造修理さ
れる一方、1952年に旧倶楽部ハウスに代わって、新倶楽部ハ
ウスが起工され、翌年の6月に落成した。名物の深いバン
カーや小さなグリーンで鍛えた選手達がゴルフ界を席巻。い
つしか小技が上手なプレースタイルは「我孫子流」と呼ばれ
るようになった。

　2012年、10ヶ月のクローズ期間を設け、設計家ブライア
ン・シルバ氏とシェイパー、カイ・ゴルビー氏に依頼し、ワン
グリーンにコース改修を行い、2013年5月27、28日にグラン
ドオープニングセレモニーが開催された。

　全体的にはフラットな用地であるが、かつて手賀沼に流れ
ていた沢筋を残しつつ、コースに取り入れながらレイアウト
していることで、各ホールの印象を変えている。

　クラシック理論に長けているブライアン・シルバ氏による
リデザインにより、レダンやアルプスなどが取り入れられて
いるが、なかでも5番ホールに採用されたダブルパンチボー
ルが印象的だ。1968年マスターズ優勝者を父に持つカイ・
ゴルビーは自らもスクラッチプレーヤーであり、各国で研鑽
したシェイピング経験を活かし、共同設計者としてマスター

プランにないバンカーのいくつかを提案し作りあげた。二人
の経験値と人間性があってこその作品として我孫子ゴルフ
倶楽部は生まれ変わっている。

　一見洋風に見えがちなデザインもあるが、創設以来のバ
ンカーデザインも残しつつ、現場の景観にフィットさせてい
る。クラブハウスに近い9番ホールと18番ホールの景観にも
う一工夫加えれば関東屈指の18ホールコースになるだろ
う。

理事 ： 八和田　徳文

開場日：1930年10月5日     コース：18H／6923Y／P72
設計：赤星六郎     改造設計　プライアン・シルバ　改造共同設計　カイ・ゴルビー（2012年11月）

千葉県我孫子市岡発戸1110    Phone：04-7182-0111
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  Abiko Golf Club started the initial construction in January 
of 1930 asking Akahoshi Brothers of Shiro and Rokuro, 
both members of Tokyo Golf Club and Japan Amateur 
Champion, and completed 9 holes on October 5 of the 
same year for the pre-opening, and the whole 18 holes on 
October 18 of the following year, 1931 for the official 
opening.

  Prince Asaka hit the initial drive and the whole town of 
Abiko was celebrating the biggest event of the town 
history with so many invitees, members and local celebrities.

  Abiko Golf Club enjoyed the wonderful fixture of hills 
and valleys on the plateau sandwiched between 
Teganuma swamps and Tonegawa river on the excellent 
canvas to create very strategic golf course regarded as 
one of the best around Greater Tokyo area, staged Eastern 
PGA Championship only 2 years after inauguration with 

many National event followed afterward.

  The World War II desolated the golf course, but fortunately 
exempt from US Military occupation and able to re-open 
18 holes in 1948, and immediately staged 1949 Japan 
PGA Championship, first such event after the war.
  While Seiichi Inoue, helped renovate the golf course, 
new Club House was built in 1952.

  Deep bunkers and little sized greens made many 
excellent home bred pros National Champions, and they 
were all called “Abiko Stable“.

  In 2012, closed the course for 10 months to ask Brian 
Silva, Architect, and Kye Goalby, shaper to redesign “ One 
Green Golf Course“ and celebrated the new Grand 
Opening on May 27, 28, 2013

  Though natural terrain is fairly flat, each hole is creating 
different atmosphere thanks to the design lay out 
deliberately adopting the remains of old bourn to 
Teganuma.

  Brian Silva, who is excellent in traditional design theory 
made a renovation by adopting classic “Redan”, “Alps”, 
etc., and I must say that “Double Punch Bowl” applied in 
hole number 5 is brilliantly impressive. 

  Co-designer Kye Goalby, son of 1968 winner of Augusta 
National, scratch handicap player himself, with abundance 
of his work experience as a shaper in various countries, 

produced several bunkers that are not in the original 
master design. Abiko Golf Club has reborn as a masterpiece 
of the two guys dedication with ample of experience and 
humanity.

  Some holes may show western style taste, but by 
preserving the original bunker designs, golf course total 
views are well accord the scenery of its own. Adding a 
little bit of ingenuities to the scenery for the home holes 
(number 9 and 18) may further increase Abiko’s reputation. 

Norifumi Yawata, Director
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Open Date : October 5, 1930      Course : 18holes, 6923yards, Par72
Original Design : Rokuro Akahoshi     Remodeling Design : Brian Silva, Kye Goalby (November 2012) 

Abiko Golf Club
1110 Okahotto, Abiko-shi, Chiba     Phone：04-7182-0111

Beautiful Golf Courses in Japan



若松ゴルフ倶楽部

　1958年頃、若松から門司ゴルフ倶楽部へ通うゴルフ好き
十数人が集まる若松会があった。会はやがて「若松にもゴル
フ場を」と動き出し、1958年3月、第1期工事9ホールを着工。
設計は、門司ゴルフ倶楽部が18ホールに拡張したときの日
本のゴルフコース設計の巨匠、上田治氏。設計も手本は門司
ゴルフ倶楽部だった。因みにその頃上田は、同じ県内の古賀
ゴルフ・クラブで18ホールへの拡張設計の仕事中だった。

　最初の9ホールは早くも6月に完成したが、第2期9ホール
は、1959年1月着工と後れる。

　18ホール・6744ヤード・パー72が正式開場するのは、
1959年9月24日。シーサイドのアウトは豪快に、インランドの
インコースは綿密な攻め方が必要と対照的な仕上がりだっ

た。グリーンは、当時の九州で東京芝と珍しがられた高麗芝
のワングリーンでスタート、途中で高麗芝の2グリーンに改
造、更に1994年には大西久光氏が2グリーンを繋げて、ベン
トワングリーンに生まれ変わった。

　2019年1月より中田浩人氏によって全グリーンの全面改造
と芝種をロイヤルリンクスセブンに変更、クラブハウスの一
部改修工事も行い、9月1日より新グリーンにて営業を開始し
ている。6827ヤード、コースレート73.5となる。ハイシーズン
には高速グリーンを維持管理。ドライビングレンジは、250
ヤード超の練習が可能、50ヤード以内のショートゲームの練
習が出来るアプローチ、バンカー練習場を完備している。
 

　上田治の原設計の資料は倶楽部には残っていなかった。
唯一、当初のルーティングプランが残っていただけであっ
た。以前の改造により、グリーンは800㎡平均の大きめのグ
リーンでコンターの変化が少なかった。しかし、今日の入場
者数や管理技術においては、その大きさの必要性は無いと
感じとれた。結論として、500～600㎡程度にサイズダウンを
計画し、グリーンのアンジュレーションも若干強めのデザイ
ンとした。同時に現状のガードバンカーもその形状に合わせ
修正をした。グリーンは多少手前がカットされ9番では50
ヤード奥にシフトし全体で約100ヤードの延伸となり相対的

に難易度は上がった。

　大きなグリーンを小さくするという改造は珍しい。そして、
それはなかなか難しい。
 このコースの持つ素材のすばらしさは、シーサイドとインラ
ンドの魅力を同時に味わえるとろであろう。上田治のルー
ティングには普遍的なすばらしさを感じる。グリーンコンプ
レックスの生まれ変わった若松を多くのゴルファーに楽しん
で頂きたい。

理事 ： 中田　浩人

開場日 ： 1959年9月24日　コース ： 18H／6827Y／P72　
設計 ： 上田　治　改造設計　大西　久光（1994年）　グリーン全面改造　中田　浩人（2019年）
 

福岡県北九州市若松区乙丸1560    Phone：093-741-1231

日本の美しいゴルフコース

  Around the year 1958, there was the “Wakamatsu 
Association” where over ten golf enthusiasts joined and 
regularly visited Moji Golf Club from Wakamatsu. Eventually 
Association pursued “there should be a golf course in 
Wakamatsu”.

  In March 1958 initial construction has begun for the first 
nine holes designed by Osamu Ueda, master of golf 
course design in Japan who completed design expanding 
to eighteen holes for Moji Golf Club.  Course design 
for Wakamatsu was also modeled after the Moji Golf 
Course.

  Besides, Ueda was working on expansion design to 
eighteen holes at Koga Golf Club in the same Fukuoka 
area.

  Construction of the first nine holes went smoothly and 
completed in June 1958, but they have to wait till January 
1959 for construction start of the second nine holes 
  Official opening for eighteen holes, 6744yard, Par 72 
course was September 24, 1959. Seaside front nine holes 

are wide and long, on the contrary, inland back nine holes 
are short but tight that requires player`s strategic 
perspective.

  As for the putting green, it started with one green with 
Korai grass, then called “Tokyo grass” rare in Kyushu at 
that time, later changes to two greens, both Korai. 
Eventually in 1994, Hisamitsu Ohnishi redesigned two 
greens into one with bent grass.

  From January 2019, Hiroto Nakata started remodeling 
the entire green shape and changing bent grass type to 
Royal Links 7. New one green with new bent grass enable 
to maintain high surface speed even in high seasons. 
Newly remodeled greens and the course extended to 
6827yards with course rate 73.5. started in operation from 
September 1,

  The Course has large practice range, allowing to hit 
driver over 250yards, to pitch short game within 50yards, 
and to work on bunker shot.

  Osamu Ueda`s original design documents did not 
remain in the Club, except course routing plan map.

  Since the previous remodeling was made 2 greens 
connected into one, green itself became as large as an 
average size 800mSQ, but not much change in contour.

  In view of the recent numbers of players and 
improvement of green maintenance skills, I assumed 
greens do not need to be such large size. Therefore, we 
planned to squeeze the average green size down to 
around 500mSQ to 600mSQ, and to add a bit more of 
undulation. Green-side bunkers were also remodeled 
according to these changes.

  Many front part of greens were abandoned and on Hole 
#9, the green itself is-pushed way back so that 100yards 
were added to increase hole difficulty. 

  Allow me to add that making larger greens to smaller 
ones are rare occasion, and it is not an easy work either.
  The real beauty of this golf course is to feel the charm of 
both seaside and in-land in one course.

  Needless to say, routing of Osamu Ueda originally 
designed is universally splendid, and hope many golfers 
come and enjoy the game at the newly reborn Wakamatsu 
Golf Club.

Hiroto Nakata, Director
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Open date : September 24,1959    Course : 18holes, 6827yards, Par 72
Original design : Osamu Ueda     Design renovation : Hisamitsu Ohnishi (1994)     Green total remodeling : Hiroto Nakata (2019)
 

Wakamatsu Golf Club
1560 Otomaru, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka　Phone：093-741-1231

Beautiful Golf Courses in Japan



大利根カントリークラブ

　大利根カントリークラブは深い松林に造られたゴルフ
コースだ。1959年9月1日、株式会社大利根カントリー倶楽部
創立。設計家の井上誠一も「二度と手がけられない価値ある
ゴルフ場だ」と乗り出す。

　工事は超スピードで進んだ。1959年12月に伐採工事を開
始。1960年8月1日西コース完成、8月19日東コース完成。1年
で36ホールを造れたのは、地形に恵まれたからだ。1960年
10月10日には営業を開始した。

　名匠井上誠一氏の設計による、美しい松林でセパレートさ
れた高低差わずか3メートルというフラットな東西36ホール。
　しかし、難易度が高く、池、バンカー、松林が戦略的に配置
されたレイアウトは、ラウンドを重ねるたびに新たな挑戦意

欲をかきたてる、真のチャンピオンコースである。多くのゴル
ファーに絶賛されてきた日本屈指のベントグリーンは、最上
級のパッティングクオリティーを提供している。

　1971年11月、西コースで第4回日本女子オープンゴルフ選
手権競技開催、優勝は樋口久子プロ。1972年9月には東コー
スで行われた第37回日本オープンゴルフ選手権競技をNHK
が国内で初めてテレビ中継し、ゴルフブームのきっかけをつ
くった。当時台頭してきた尾崎将司プロを抑えて、韓国の韓
長相プロが優勝。2010年10月、東コースで第43回日本女子
オープンゴルフ選手権競技が開催され宮里美香プロが優勝
など、数々のドラマの舞台となった。

　都心から直線で真北に50キロの距離にあれだけフラット
な大森林が広がっているのは壮観で敷地全体の高低差が3
メートル。名称井上誠一が東西両コースを一年少々で完成
させたのも不思議ではない。利根川域で土地は肥沃な為
か、赤松の林は鬱蒼と生い茂り、パッティングクオリティーも
最高の評価を得ている事は名門への道をしっかりと前進し
ていると思う。

　唯、50周年を過ぎて、この様な恵まれた環境のコースがは

まり易い短所に気が付いてケアを始めた事は高く評価でき
る。鬱蒼と茂った林帯で風が通らず、陽が当たらず、コース全
体が暗かったが、この数年、毎年数百本単位で間伐を続けた
結果、コース全体が明るくなり、風が通り、朝陽がしっかりと
当たるようになった為、積雪からの回復が大幅に短縮でき
たこと、また、隣のホールが見えることで、乏しいと云われて
いた各ホールのメモラビリティーが大幅に改善されている。
数年後が待ち遠しい。

理事長 ： 川田　太三

開場日：1960年10月9日      コース：東コース　18H／7024Y／P72       西コース　18H／7065Y／P72
設計：井上　誠一

茨城県坂東市下出島10     Phone：0297-35-1344

日本の美しいゴルフコース

  Ohtone country club is a golf course built in the midst of 
a deep pine forest. Corporate association of Ohtone 
Country Club was established September 1st 1959, and 
legend golf course designer Seiichi Inoue eagerly 
undertook its course design saying “such a valuable one, 
could be once in a life time occasion” 

  Golf course construction had proceeded with extremely 
rapid pace. Initial deforestation work began December 
1959, and wide and fairy flat land scape contributed finish 
building two 18 courses (36 holes) only within one year. 
West course completed August 1, and East course August 
19, 1960. Ohtone Country Club implemented its business 
operation from October 10, 1960

  Each 36 hole that Inoue designed is separated with 
beautiful pine trees, and as flat as only 3meter elevation 
difference.

  However, legendary designer put water hazard, bunker 
and pine trees such strategically layout, that makes the 
course very demanding and inspires new challenging 
sprit every time players are on the teeing area.

  Needless to say, that one of the most outstanding Bent 
greens in Japan that are appreciated by many players 

provides extremely high quality of putting surface.

  Ohtone is a truly proven Championship Course.

  In November 1971, 4th Japan Women`s Open Golf 
Championship was held on the West course, and Hisako 
(Chaco) Higuchi held the winner`s trophy.
In September 1972, 37th Japan Open Championship was 
held on East course, and Korean professional Han Chon 
Son won over then emerging young Japanese 
professional Jumbo Ozaki.

  This tournament was televised for the first time in Japan 
by national broadcasting organization NHK, that had truly 
contributed initiating booming Japan’s golf extravaganza.

  In October 2010, 43rd Japan Women`s Open Golf 
Championship was held on the West course, and Mika 
Miyazato won her first time 

  Likewise, Ohtone county club has been a stage for 
numerous golf dramatic scenery.

  We don`t see too many “Red Pine” forest on the 400acre 
level ground only 50 kilometers from downtown Tokyo, 
and no wonder Mr. Seiichi Inoue, finished the 36 hole 
project within a little more than 12 months as you don`t 
need to move anything to squeeze holes between tree 
lines.

  Ohtone Country Club has been on the driver`s seat 
among the best in the area thanks to the fertile 
environment of no severe slopes, rich forest and good 
soil with their excellent knowhow to maintain good 
reputation of first-class maintenance level on greens and 
fairways for a long time.

  Toward the end of their 50 year Anniversary, Club 

somehow noticed something missing to enjoy such a 
blessed environment to reflect onto their Club Status to 
be the very best, and therefore, started doing something 
new to the property by cutting and thinning 200 to 300 
trees every year to let the air go through trees, sunshine 
covers the whole wooded area, and thus, the golf course 
is more bright, able to recognize the neighboring holes, 
snow on the ground for one full week during winter now 
becomes less than two etc.

  Ohtone’s weakness has been considered “Lack of 
Memorability” on each hole, and is improving much since, 
anxious to see in few more years.

Taizo Kawata, Chairman
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Course opened: October 9, 1960    East course : 18holes/7024yards/Par72    West course : 18holes/7065yards/Par72
Designer : Seiichi Inoue

Ohtone Country Club
10 Shimoizushima, Bando-shi, Ibaraki　　Phone：0297-35-1344

Beautiful Golf Courses in Japan


