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コース名 場所 詳細 

ペブルビーチ® 
カリフォルニア州 

ペブルビーチ 

2001年版ゴルフダイジェストからパブリックコースとして
初めて北米最高のコースに選出されました。ペブルビー
チ・ゴルフ・リンクス®は毎年行われる AT&Tペブルビー
チ・ ナショナル・プロアマや 2010年を始めこれまで 5回
の USオープンが行われた最も有名なチャンピョンシップ
コースの一つです。 

カサ・デ・カンポ ドミニカ共和国 
ゴルフマガジンが選ぶ世界の名コース百選で 43位に、カ
リブ地区ではベストコースに選ばれたピート・ダイ氏の傑
作、ティース・オブ・ドッグで有名なコースです。 

ベイヒル フロリダ州オーランド 

フロリダ州オーランドにあるベイヒル・クラブ＆ロッジは
アーノルド・パーマー氏のウィンター・ホームです。ベイ
ヒルはアーノルド・パーマー・インビテーションのホスト
コースで、2010年版ゴルフマガジンが選ぶ世界の名コース
百選（ユーキャンプレイ）では 51位に選ばれました。 

ハーバータウン 
サウスカロライナ州 

ヒルトンヘッド 

ハーバータウン・ゴルフ・リンクスは PGAトーナメン
ト・ツアーの一つベリゾン・ヘリテージの開催コースで
す。コースはサウスカロライナ州ヒルトンヘッド島のシー
パインズ・プランテーション地区にあります。ゴルフマガ
ジンからサウスカロライナ州でナンバーワンのコースに選
ばれています。ジャック・ニクラウス氏の協力のもとピー
ト・ダイ氏がコースデザインしました。 

スパイグラスヒル 
カリフォルニア州 

ペブルビーチ 

PGAツアー®はいつもスパイグラスヒルの 6番、8番、16
番ホールをツアーで最も難しいホールとしてリストに入れ
ています 1999年の USアマではストロークの平均が 79を
超えました。 

 

キアワ島 

 

サウスカロライナ州 

チャールストン 

キアワ島のオーシャンコースは 2007シニア PGA、1991年
ライダーカップ、1997年と 2003年のワールドカップ、
2001年 UBSカップ、2005年 PGAナショナル・チャンピョ
ンシップの開催地です。2012年に開催される第 94回 PGA
チャンピョンシップの開催地にも選ばれています。アメリ
カで開催される四大メジャー大会の全てを開催したことが
あるのは、キアワ島ゴルフリゾートが四番目のコースで
す。ゴルフマガジンの米国名コース百選で 25位にパブリ
ックコース部門では 4位に選ばれています。 

 

トゥルーン・ノース 

 

アリゾナ州 

スコッツデール 

伝説のゴルファー、トム・ウィ-スコップと建築家ジェイ・
モリッシュによってこのモニュメントコースがデザインさ
れました。全長 7,028ヤード、パー72のコースです。フェ
アウェイはワイドで 乾燥地に生い茂る植物、浸食された
岩、そびえ立つサボテンに囲まれています。ゴルフマガジ
ンの米国名コース百選パブリックコース部門で 8位に選ば
れています。  

バンフスプリングス 
アルバータ州 

バンフ 

フェアモント・バンフ・スプリングス・ゴルフコースはカ
ナダのロッキー山脈に囲まれたチャレンジングなコースデ
ザインのマウンテンコースです。 

ウドゥンスティックス オンタリオ州 

アックスブリッジ 

建築家ロン・ガール氏のチームは今日世界最高峰のホール
に宿るゴルフ魂をウドゥンスティックスのコースデザイン
に忠実に再現しました。12番ホールと 18番ホールはそれぞ
れオーガスタや TPCソーグラスの有名コースの看板ホール
から影響を受けてデザインされました。 

トーレイパインズ 
カリフォルニア州 

サンディエゴ 

トーレイパインズは南カリフォルニアの海岸リゾート・ラ
ホーラにあるトーレイパインズメッサの断崖のゴルフコー
スです。トーレイパインズの二つのコースはいずれも 18ホ
ール・チャンピョンシップ・ゴルフコースです。毎年 1月
か 2月に行われるビューイック招待では PGAツアープロが
競い合っています。 
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ドーラル・ 

ブルーモンスター 

 

フロリダ州 

マイアミ 

ドーラルのブルーモンスターは 1962年から 2006年までド
ーラルオープンの開催地でした。2007年からはWGC-CA
チャンピョンシップが開催されています。2009年にブルー
モンスターは PGAツアーのトーナメント・プレイヤー・ク
ラブ（TPC）のネットワークコースになり正式名をドーラ
ル TPCブルーモンスターに変更しました。有名な噴水のあ
る 18番ホールはゴルフマガジンより世界の名ホール百選に
選ばれました。 

 

パインハースト No. 2 

 

ノースカロライナ州 

パインハースト村 

パインハーストは米国で最も多くのチャンピョンシップを
開催したコースです。2014年の USオープンと USレディ
ー・オープンの開催も決まっています。 

二クラウス・ノース 

ブリティッシュコロンビ

ア州 

ウィスラー 

1996年のオープン以来多くの賞を受賞しているニックラ
ス・ノースはスキンズゲームやシェル・ワンダフル。ワー
ルド・オブ・ゴルフ等の多くのイベントを開催していま
す。参加する大御所ゴルファーにはジャック・ニクラウス
を始め、ニック・ファルド、アーニー・エルス、グレッ
グ・ノーマン、フレッド・カプルス、ジョン・ダリ-、ヴィ
ージェイ・シン、スティーブン・エイムズ等がいます。 

スパニッシュ・ベイ 
カリフォルニア州 

ペブルビーチ 

スパニッシュ・ベイのリンクスはリンクス・スタイルに最
適な巨大砂丘荒廃地に造成されました。1985年に始まった
開発は荒れ地に生息する動植物を保護の計画のもとに行わ
れました。開催された過去のチャンピョンシップトーナメ
ントには 1993年のシーバス・アイロンズ・ゲーム・オブ・
リンクスや北カリフォルニア・トヨタ・チャレンジ等があ
ります。 

 

ベスページ・ブラック 

 

ニューヨーク州 

ロングアイランド 

ベスページ・ブラック・コースはロングアイランドのベス
ページ州立公園にある 5つのゴルフコースの中で最も難し
いコースです。2002年にはブラックコースがパブリックコ
ースで初めて USオープンを開催致し、2009年にも再度開
催致しました。 

PGAナショナル 
フロリダ州 

パームビーチガーデンズ 

PGAナショナル・ゴルフ・クラブはフロリダ州パームビー
チにある PGAナショナル・リゾート＆スパの一部で PGA
の本部があります。 PGAナショナル・ゴルフ・クラブの施
設には 4つの 18ホールチャンピョンシップコースがありま
す。チャンピョンシップコースは 1983年 11月 17日にオー
プン、同年のライダーカップを開催しました。1987には
PGAチャンピョンシップも開催、1982年から 2000年まで
は PGAシニアチャンピョンシップを開催しました。2002
年には 4百万ドルの改装工事を行い 2007年からホンダクラ
ッシックの開始地になっています。 

 

リッチ・ハーベスト・ 

ファーム 

 

イリノイ州 

シュガーブローブ 

リッチ・ハーベスト・ファームはイリノイ州シュガー・グ
ローブにある個人所有の 1800エーカーにわたる 18ホール
のコース＆カントリークラブです。ゴルフコースはゴルフ
ァーの技術力を追求する難易度の高いものです。プロ用の
ティーからの総距離は 7,700ヤードに及び一つ一つのショッ
トの正確さが必要になります。有名な四番ホールデビル
ズ・エルボーの木立に囲まれたティーボックスとフェアウ
ェーは最も難しいホールと言われています。リッチ・ハー
ベスト・ファームは 2007年 NCAAセントラル地区男子ゴ
ルフチャンピョンシップと 2009年ソルハイム（女子チーム
ゴルフで最も有名な）カップを開催しました。1997年にゴ
ルフマガジンの新しいプライベートゴルフコースベスト 5、
その三年後にはゴルフダイジェストのトップ 100に選ばれ
ました。 
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ケトル・クリーク 
オンタリオ州 

ポートスタンリー 

以前「マーファーム」として知られていたケトル・クリー
クは 5,185ヤード、パー67の 18ホールゴルフコースとして
造りかえられました。このコースの魅力と特徴は起伏の激
しい地形、木立が多い坂、屋根つきの橋、3エーカーに及ぶ
白鳥たちがたたずむ池です。ケトル・クリークはゴルフを
始めたばかりのエクゼクティブに向いたコースです。 

プリンスビル 
ハワイ州 

プリンスビル 

ハナレイにある他のコースと同様にプリンスゴルフコース
は太平洋の海面 90メートルの高地から眺める絶景が楽しめ
ます。ゴルフダイジェストがハワイで一番のゴルフコース
に選んだのはこの絶景の為だけではありません。ロバー
ト・トレント・ジョーンズ・ジュニアはこの起伏のある土
地に素晴らしいリンクス・スタイルのゴルフコースをデザ
インしました。この 18ホール、パー72のゴルフコースは 
起伏が多いチャレンジングなコースで、ショットに最新の
注意が必要です。 

パシフィック 

ドゥーンズ 

オレゴン州 

バンドン 

パシフィック・ドゥーンズは 2005年にゴルフウィークマガ
ジンがベストリゾート型ゴルフコースに選びました。ト
ム・ドーアック氏のデザインでパシフィック・ドゥーンズ
は 2001年にオープンしました。パシフィック・ドゥーンズ
の良さはまたまだ発見されていないかも知れません。美し
いフェアウェーと自然なバンカーの形はもう何百年もその
形を維持してきたような眺めです。コースは海岸線の松林
から 18メートル砂丘を登ります。風の強い日には正確なア
プローチショットが必要になります。 

 

フェイマス・パー３  
HDゴルフのチャンピョンシップコースの中から最高のパー
3を 18ホール集めたチャンレンジングなバーチャルコース
です。 

ワールド 

エクゼクティブ 
 

HDゴルフのチャンピョンシップコースの中から最高の 18
ホールを集めたチャンレンジングなバーチャルコースで
す。 
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Frenchi Lick 

ピート・ダイ氏の設計で有名なフレンチ・リ

ック・コースが HD Golfに加わりました。

2009年に公共に解放されたコースは狭くて美

しいフェアウェーと起伏にとんだホールが特

徴です。「ヴォルケーノ」と呼ばれるバンカ

ーや 3つの湖に囲まれた美しいコースです。 

8100ヤードのコースは 2015 PGA Senior 

Championshipの開催地でインディアナ州で最

もシンボリックなコースと言えるでしょう。 

 

Wolf Creek 

ネヴァダ州Mesquiteにある特徴的なコースが 

Wolf Creekで最高のゴルフの体験を楽しんで

いただけることでしょう。エメラルドグリー

ンのフェアウェー、輝く白いサンドバンカ

ー、が砂漠の中で映えれ見えます。2000年に

オープン以来世界中のゴルファーから絶賛さ

れています。Pebble Beach,、Black Wolf Runや

Bandon Dunesと並ぶ一生に一度は行きたいコ

ースと言われています。 

 

Cape Kidnappers 

崖っぷちの絶景に位置するコースはまるで海

の上のパラダイスのようです。コースは 2008

年と 2009年の PGAツアーKiwi Challengeの開

催地でもあります。世界のトップ 100にラン

キングされその他多くの賞に輝いたワールド

クラスのコースです。パー5の 15番ホールは

Pirates Plankと呼ばれるシグネチャーホールで

海抜 240mの崖の上でプレイできます。OBし

てしまうとボールは 14秒間落下することでし

ょう。 
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Karsten Creek 

GDOの「Best Places to Play」カテゴリーで 4.5

ポイントを与えられたコース。Sky Harbor国

際空港から 10分と交通の便も良く、パー70、

ピート・ダイのデザインによるスコットラン

ドスタイルのリンクコースです。起伏のある

丘コースはアリゾナ・ステート大学ゴルフ部

のホームコースでもあります。ティーは 4カ

所からで最短 4,765、最長 7,002ヤードでプレ

イできます。 

 

Medinah Country Club 

イリノイ州Medinahにあるプライベートクラ

ブ。1949年、1975年、1990年の U.Sオープン

と 1999年、2006年の PGAチャンピョンシッ

プ 2012年のライダーズカップの開催地で有所

ある著名なコース。 

 
 

Jasper Park Golf Course 

カナダ・アルバータ州大自然の美しさと多く

の賞にたたえられた憧れのコース。ロッキー

山脈を背景に打ち下ろすことができる 18ホー

ルのレイアウトはカナダの大自然を満喫しな

がらプレイできる最高のコースです。 
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Troon North Monument  

トゥルーンノースゴルフクラブはスコッツデ

ール砂漠にあるゴルフコースの特徴を一番感

じられるコースです。ピナクルピーク山麓の

谷あいの美しさに囲まれた二つの 18ホールコ

ースがあり、モニュメントコース（7039ヤー

ド）がトゥルーンノースを代表するコースと

言われています。また、いくつかの小渓谷を

吹き抜ける風、その風化された地形、サワロ

と呼ばれるサボテンの巨木、メスキートの灌

木、ヤナギアザミなど自生植物と特徴のある

地形を堪能できるコースです。最高のコンデ

ィションに維持された青々としたフェアウェ

ー、広くてトリッキーなグリーンをお楽しみ

ください。 

 

 
 

 

Links at Perry Cabin 

コースデザインのレジェンド、ピート・ダイ

氏の設計によるリンクス。雄大な木々、バン

カー、チャレンジングなウォーターなど、メ

リーランド州東海岸の象徴的で素晴らしい地

形と景色を楽しみながらプレイできます。最

終ホールの光輝くチェサピーク湾を眺めなが

らのフィニッシュストレッチは感動ものでし

ょう。ピート・ダイ氏はこのコースの設計に

あたり 3つの基本ルールを設定しました。そ

れは楽しく、美しく、躍動的にです。このコ

ンセプトに基づいてフェアウェイ、グリー

ン、植樹が行われました。伝説のピート・ダ

イ氏によって設計されたペリーキャビンのリ

ンクスは一つの芸術作品であり、全てのレベ

ルのゴルファーにワールドクラスのゴルフ体

験を提供してくれます。 
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Olympia Fields North Course 

1915年にシカゴ郊外に設立されたオリンピア

フィールズカントリークラブは、ゴールデン

エラゴルフの象徴でしょう。ノースコースは 2

つのチャンピオンシップコースで構成され、

ゴルフダイジェストの「グレーテスト 100コ

ース」と、2017年のゴルフウィーク誌「ベス

トクラシックコース」の 47位にランクインし

ています。有名なゴルフ歴史家ハーバート・

ウォーレン・ウィンド氏は「国中でより大き

く、より良いものがもてはやされている時

代、オリンピアフィールズはそんなコースの

父のような存在だ」と語っています。今では

全米オープン、全米シニアオープン、PGA選

手権、全米アマの全てを開催した国内 8コー

スの一つとなっています。2020年の夏には

BMW選手権を開催する予定です 

 

Kauri Cliffs 
カウリクリフスはウルトララグジュアリーゴ

ルフリゾートとして GDO世界ランキングのト

ップ 100で堂々の 37位に選ばれています。ニ

ュージーランド北島にある世界で最も美しい

と云われるコースです。 

 

パー72（7,139ヤード）のチャンピオンシップ

コースの 15ホールは太平洋を見下ろすことが

でき、内 6ホールは海岸崖沿いのプレイが楽

しめます。沼、森、農地などの島の風景を堪

能しながらゴルフを楽しんで頂けます。 

 

 


