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HD ゴルフ コースリスト 
 

 コース名（場所） 詳細 

 

セントアンドリュース 
オールドコース 

（スコットランド） 

全世界のゴルファーの憧れの聖地、一生に一度でいいから
プレイしたいと夢見るコースでしょう。ゴルフ発祥の地と
して 600 年前から数多くの歴史を刻んできたこのコースは
世界で最も多くのオープン選手権を開催して来ました。今
日でもトップトーナメントプロ達から最もチャレンジング
なコースと評価されています。 

 

セントアンドリュース 
キャッスルコース 

（スコットランド） 

2008 年にオープンしたキャッスルコースはセントアンドリ
ュースで一番新しいコースです。断崖絶壁のコースから眺
めるセントアンドリュースの眺望が堪能できます。キャッ
スルコースでのプレイはこれまで一番チャレンジングなコ
ースプレイの思い出としていつまでも残ることでしょう。
このコースはバンドンデューンの設計で有名なデービッ
ド・キッド氏が手掛け、オープンから数々の世界的賞を受
賞、ゴルフダイジェスト誌が選ぶ世界のトップ 100 コース
にも掲載されています。 

 

セントアンドリュース 
ジュビリーコース 

（スコットランド） 

セントアンドリュースのリンクコースで一番距離が長いの
がジュビリーコースです。その名前は 1897 年のビクトリ
ア女王の即位 60 年記念（ダイヤモンドジュビリー）に由
来します。開始当初はビクトリアスタイルのドレスに身を
包んだご婦人たちやゴルフのビギナーのためのコースとし
て使われていましたが今ではセントアンドリュースで最も
難しいコースの一つとなっています。コースはセントアン
ドリュースリンク杯とブリティッシュミッドアマゴルフ選
手権のテストコースとしてジュニアやアマのゴルファーが
プレイしています。 
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ペブルビーチ® 
（カリフォルニア州 

ペブルビーチ） 
P72: 6155 ヤード 

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 年を含めこれまで 5 度
の US オープンが行われた日本でもお馴染みのチャンピョ
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） 

P72: 6218 ヤード 

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） 
P72: 6502 ヤード 

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） 
P71: 5833 ヤード 

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。 

http://www.@highdefinitiongolf.co.jp/
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スパイグラスヒル 
（カリフォルニア州 

ペブルビーチ） 
P72: 6375 ヤード 

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
超えたことでも知られます。 

 

キアワ島 
（サウスカロライナ州 

チャールストン） 
P72: 5793 ヤード 

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ました。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） 
P72: 5911 ヤード 

伝説のゴルファー、トム・ウィ-スコップと建築家ジェイ・
モリッシュによりモニュメントコースはデザインされまし
た。全長 7,028 ヤード、パー72 のコースです。フェアウェ
ーはワイドで 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） 
P71: 5169 ヤード 

フェアモント・バンフ・スプリングス・ゴルフコースはカ
ナディアンロッキーに囲まれた、チャレンジングなコース
デザインで有名な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） 
P72: 6017 ヤード 

建築家ロン・ガール氏のチームが魂を込めて現世界最高峰
と称されるコースデザインを再現したのがウドゥンスティ
ックスです。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名物ホールから影響を
受けてデザインされています。 

 

トーレイパインズ 
（カリフォルニア州 
サンディエゴ） 

P72: 6977 

トーレイパインズは南カリフォルニア・ラホーラの海岸リ
ゾートトーレイパインズメッサにある断崖ゴルフコースで
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 PGA ツアープロが競い合
うことで知られています。 

 

ドーラル・ 
ブルーモンスター 
（フロリダ州 
マイアミ） 

P72: 6181 ヤード 

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
選ばれています。 

 

 

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） 

P72: 6426 ヤード 

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。 

http://www.@highdefinitiongolf.co.jp/
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ニクラウス・ノース 
（ブリティッシュ 
コロンビア州 
ウィスラー） 

P71: 6061 ヤード 

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） 
P72: 5789 ヤード 

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） 

P71: 6549 ヤード 

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） 

P72: 6264 ヤード 

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） 

P72: 6653 ヤード 

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。 

 

ケトル・クリーク 
（オンタリオ州 

ポートスタンリー） 
P58: 2609 ヤード 

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。 

http://www.@highdefinitiongolf.co.jp/
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プリンスビル 
（ハワイ州 

プリンスビル） 
P72: 6077 ヤード 

ハナレイにある他のコースと同様にプリンスビルゴルフコ
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。しかしゴルフダイジェストがハワイ一のゴルフ
コースに選んだ理由はそれ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） 

P71:  5597 ヤード 

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。 

 

カボ・デル・ソル 
（メキシコ 

バハカリフォルニア州 
ロスカボス） 

P72: 5754 ヤード 

ジャック・ニクラウス氏自慢のカボ・デ・ソルは素晴らし
い海の眺望でゴルフマガジンから世界の 100 名コースに 5
番と 17 番ホールは 500 名ホールに選出されています。ドラ
マチックな眺めのコルテス海に沿って広がるコースはパシ
フィックゴルフマガジンからメキシコの「ぺブルビーチ」
と呼ばれています。18 番ホールはまさにその通りです。 

 

フェイマス・パー３ 
P54: 2752 

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。 

 

HD ゴルフ 
スキルチャレンジ 1＆2 

P72: 6632 ヤード＆ 
P72: 6269 ヤード 

HD ゴルフならではのスキルチャレンジでスキルアップ間違い

無し。ドライバー、アプローチ、チッピング、パッティングの

総合ポイントを競ってください。 

 

HD ゴルフチャンピオン

シップ１＆２ 
（バーチャルコース） 

HD ゴルフの開発チームが世界中のチャンピョンシップコース

の中からチャレンジングなホールを選りすぐって二つの 18 ホ

ールコースに纏めました。世界中の HD ゴルフユーザーがチャ

レンジできます。 

 

 

 

パッティング 
＆ 

アプローチ 
タイトリストのスキルテストグリーンを含む 12 ホールから
お選びいただけます。 

 

ニアピン ペブルビーチの 7 番ホールやカサデカンポのティースオブ
ドッグ等 64 ホールの中からお選びください。 

http://www.@highdefinitiongolf.co.jp/
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ドラコン パインハーストのターゲットレンジ（５０～２５０ヤー
ド）や HD ゴルフパシフィックファシリティーなど１０ホ
ールからお選びください。 

 

ゲーム１ 
トラクターレンジ 

HD ゴルフシミュレーターのゲームは四種類。エキサイティ
ングに楽しめるだけじゃなく、遊びながらゴルフ技術の向
上やウォームアップに活用できます。約 100 ヤードから 200
ヤードの距離を移動するトラクター当ては距離感に最適。 

 

ゲーム２ 
フィールドゴール 

チャレンジ 
100 ヤード先のフィールドゴールを決めるのはまっすぐ打ち
込む練習にもなります。 

 

ゲーム３ 
ガラス割り１ 100 ヤード先の地ビール工場の窓ガラスを狙ってください。

跳ね返りや道路を転がるボールのリアル感も楽しめます。 

 

ゲーム４ 
ガラス割り２ 

50、75、100 ヤードの距離からお選びいただけます。ガラス
を割った時の快感を音響効果とともにお楽しみいただけま
す。 

 

ゲーム５ 
犬小屋パッティング 

犬小屋めがけてパッティング、子犬たちが小屋から飛び出
したら、子供たちは大喜び間違いなし。 

 

ゲーム６ 
ポーカー 

ゴルフでポーカー？これがなかなか面白い。どんなカード
を集められるかはあなたのスキル次第!? 

 

ゲーム７ 
ティックタックトー 二人で遊ぶのに、もってこいのゲーム。 

 

http://www.@highdefinitiongolf.co.jp/

