ゴルフコース改修の実例
千葉カントリークラブ

千葉県野田市中里3477
● Phone：04 - 7129 - 4111
●

川間コース

● コース：27holes

●

開場日：1957年11月9日

●

設計：富澤

●

改造設計：川田 太三（2008年）

東コース 3,515yards、Par36

誠造

南コース 3,516yards、Par36

西コース 3,457yards、Par36

Example of golf course remodeling
Chiba Country Club

Kawama Course

●

Open date : NovembAer 9,1957

●

Original design : Seizo Tomizawa

●

Design renovation : Taizo Kawata（2008）

改造設計概要

●

●

Chiba Country Club Kawama Course 3477 Nakazato,
Noda city, Chiba prefecture ● Phone：04-7129-4111

Course : 27holes

East Course 3,515yards、Par36
South Course 3,516yards、Par36
West Course 3,457yards、Par36

Outline of design renovation

18ホールワングリーン化工事と場外打球による危険防止の為のレイアウト変更

Reforming for one putting green design of 18holes, and course layout change
as to prevent the danger due from the ball going out beyond the course boundary.

川間コースは開場18年後の昭和50年に18ホールから27ホールに拡張された。

しかし、新規に土地を買い増したとはいえ、27ホール拡には無理な点があり、
リニューアルする必要があったので、川田氏
に27ホール全体を見直す作業が依頼され、
川間コースのホール配置からグリーンのリニューアルまでに乗り出すことにな

った。平成18年から１シーズン9ホールずつ改造し、3年かけて27ホールの改修を終えた。9ホールずつコースをクローズ

しての工事が順調に推移した。

南コースは2008年2月から2カ月クローズして、
ワングリーン化とレイアウト変更の改造を行った。

New

Kawama course was expanded from 18holes to 27holes in 1975, 18 years after its opening.
Though more land was allocated, it was not large enough to accommodate whole 27holes. Therefore, thorough renewal of the
course design was inevitable.Golf course architect Taizo Kawata was assigned to this overall redesign of the hole locations and
renovation of putting greens for Kawama course. Renovation work on 9holes per season started from 2006. 9holes were closed
in each season, and its reforming work went smoothly. And after 3years, whole 27hole reconstruction was completed.
The South Course was closed for two months from February 2008, and renovation for one green design and course layout
change was made.
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ゴルフコース改修の実例
千葉カントリークラブ

川間コース
（千葉県）

旧1番パー4と2番パー3を新1番ホールとしてパー
5に改造。
これにより、旧3番が2番、旧4番が3番、旧5番が4
番に変更となった。
［結果］1番は2打の方向性が大事になり、興味倍増
となった。

Example of golf course remodeling
Chiba Country Club Kawama Course（Chiba Prefecture)

Hole layout change
Old par4 hole No.1 and par3 hole No.2 were
redesigned and converted as new par5 hole
No.1.
With this design change, old hole No.3 became
new No.2, Old No.4 to new No.3, old No.5 to
new No.4.
Outcome
At No.1 hole, second shot direction accuracy
became very important, thus strategic interest
has drastically increased.

6番のパー5は、
ティーショットが右場外に出ること
が多く、危険防止と経費節約を期して2ホールに分
割した
（5番パー3と6番パー4）。
［結果］両ホールとも、場外への打球は皆無となる。
新6番は第2打の打ち位置が傾斜地で、当コースに
はなかったホールになった。
Hole layout change
At par5 hole No.6, tee shot often went out
beyond the right course boundary.As to
prevent this danger and also for cost saving
purposes, original par5 hole was converted in
to two holes as par3 No.5, and par4 No.6

6番 グリーン
Hole no.6 Putting green

Outcome
After this hole relocation, no tee shot from
either hole goes out beyond the course boundary.
Subsequently, second shot hitting area of hole
no.6 became leaned fairway that was new in
this course.
1番 グリーン
Hole no.1 Putting green

1番 グリーン前付近
Hole no.1 Near the front of the Putting green

1番 ティーイングエリア
Hole no.1 Teeing area
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6番 ティーイングエリア
Hole no.6 Putting green

5番 グリーン
Hole no.6 Putting green

5番 ティーイングエリア
Hole no.6 Putting green
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ゴルフコース改修の実例
ザ・セイントナイン東京

THE SAINT NINE TOKYO

千葉県市原市中高根1418
● Phone：0436-95-5070
●

Example of golf course remodeling
ザ・セイントナイン東京 THE SAINT NINE TOKYO

（旧

八幡カントリー倶楽部 former Yawata Country Club)

●

改造完成日 ： 2021年10月31日

●

Remodeling Completion date：October31-2021

●

●

18ホール改造設計 ：佐藤

●

Remodel for18Holes Design ： Kentaro Sato

● 旧コース設計 ： 藤田

● Course

: 18holes

謙太郎

OUT Course : 3,186yds Par36
6,400yds Par72

IN Course : 3,214yds Par36

開場日：1968年10月27日

旧コースの全体的に狭く、短く、危険性の高い状態であったコースを広く戦略的なコースへと見直しを図った。
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Original course openning date ： October27-1968

●

Original course design : Kinya Fujita

8,833yds Par108

Remodeling summery
Full scale renovation of golf course design change from 27holes each with two putting greens to 18holes each with one putting
green was started in January 2020.
The purpose of this redesigning was to upgrade from narrow, short, and dangerously congested course to broad, spacious and
strategically designed one.

Before

18HOLES

27HOLES

No.27

●

East Course：3,066yds Par36 Center Course：2.920yds Par36 West Course：2,847yds Par36

After

GCA JOURNAL

●

Nakatakane Ichihara city Chiba prefecture
Phone：0436-95-5070

● Course：27holes

改造設計概要
2020年1月より27ホール
（2グリーン）
を18ホール
（1グリーン）
への全面改造に着手。

欽哉

●
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ゴルフコース改修の実例
ザ・セイントナイン東京

The Saint Nine Tokyo

新4番ホール
（396yds Par4)の改造内容

Redesignning of New No4 Hole
(396yds Par4)

旧東コース3番ホール
（新4番ホール）
はベント-コーライの

East course old hole No.3 (new hole No.4) has two putting
greens, one with Bent, the other with Korai,
The former has 354 yards in length, and the latter has 331
yards. Both were fairly short and monotonous.
Redesigning into one putting green including old hole No.5
putting green peripheral area made new hole No.4 improve its
strategic interest and shot value.

２グリーンであり夫々354yds,331ydsと距離が短く単

一的であり、旧東5番グリーンエリア周辺を含めて一体的

に改修し一つのホールとした事により戦略的にまたショッ

トバリューも向上した。

Example of golf course remodeling

After

Before
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