Beautiful golf courses in Japan

日本の美しいゴルフコース
仙塩ゴルフ倶楽部

浦霞コース

Sen-en Golf Club Urakasumi Course

住所：宮城県塩釜市庚塚1
Phone：022-364-3321
開場日：1935年10月1日

設計：赤星四郎

Designed by ; Shiro Akahoshi

東北初、本格的な芝のコースとして誕生

Born as the ﬁrst “ Grassed Golf Course “ in Tohoku District.

仙台には銘酒「浦霞」がある。仙塩ゴルフ倶楽部
は「浦霞」
と関係がある。
昭和初年、東北地方にはゴルフコースはなかっ
た。当時、仙台の中心地から 5 分、第 2 師団射撃
場に隣接する分譲地を借り受けて、間に合わせの
12 ホールのサンドグリーンでプレーしていた同
好グループがあった。
中心に「浦霞」醸造元佐浦菊次郎がいた。1933
年、グループは、塩釜上の原の松島を見下ろす海
岸に本格的な 18 ホールを計画、設計を赤星四郎
に依頼する。赤松を伐ればすぐにもコースになり
そうな地形で、赤星は「ヒリーでなくフラットでな
く、感じは廣野のカミングインの水のないところ」
と評している。全くの手造りで工事は意外に手間
取り、1935 年 10 月 1 日 6 ホールで、前身の仙臺

A high quality “ Sake “ of an own famous brand of “
Urakasumi “ of Sendai has something to do with the
start of Sen-en Golf Club.
There were no golf courses in Tohoku District during
the start of Showa era, only to ﬁnd some golfers
playing on the temporary 12-hole sandy green on
the borrowed recreational area adjuscent to Japanese Army Base, 5 minutes from Sendai City Central.
The core ﬁgure of the Group was Kikujiro Saura of
the Urakasumi Brewery, and in 1933, they planned
to build a full-scaled 18-hole golf course on the seashor looking down matsushima within the
Shiogama Bay, requested Shiro Akahoshi, Princeton
Graduate and Japan Amateur Champion, to design
the layout.
The land had geographical features suitable to
create the course only by cutting Red Pine Trees.
Akahoshi said the lad wasneither hilly not ﬂst and
looks like the back nine at Hirono Golf Course in
Kobe, Japanʼs Best.
The construction took longer than expected work-
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カントリー倶楽部が開場。東北初、芝のグリーン
をもつゴルフ場だった。
大いに賑わったが、1944 年 10 月、軍事養成所食
糧増産所の名目で国が買収、解散。
しかし芋畑に
なる前に終戦。コースは荒れずに済んだ。
復活は米軍がもたらした。1946 年多賀城駐屯米
軍のレクレーション施設に接収され 、コース復旧
に佐浦菊次郎が協力を求められた。米軍は、残り
3 ホールを造成、カマボコ兵舎のクラブハウスを
造った。
1952 年、講和条約成立とともに接収解除。同年
に佐浦は仙塩ゴルフを設立、コースをウラカスミ
コースとした。その後も米軍の来場は続き、クラブ
チャンピオンは第 1 回から 5 回まで米軍将校で
占められている。

太三

以前から仙塩の存在は聞いていた。『9 ホールだ
が、昔ながらの風情を残し、地形をそのまま使っ
たレイアウトは 面白い。一 度 は 行ってみ なくては
いけないコース』という評判だったが、幸いにも
設計者協会の研修会で早々に実現出来て良かっ
た。評判通り、土は動かしていないから自然がそ
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コース：9H／2889Y／P36

Adress : 1 Kanoezuka, Shiogama City, Miyagi Prefecture
Phone : 022-364-3321
Opening date : October 1, 1935 Course : 9H/2,889Y/P36

のまま残り、各ホールの作りが全て違う。ボールを
置きに い か な けれ ば い けな い ホールもあれ ば、
思い切って振れるホールも共存するから、9 ホー
ルで はあるが 全て記 憶 に残る。あのショットミス
が悔しい。もう一度行かなくては・・・。

ing only by hand, and Sendai Country Club, their
previous name, was opened on October 1, 1935
with 6 holes as the ﬁrst grassed golf course in the
area.
The golf course was popular among golfers, but
before long, closed down on October 1944 when
Japanese Government occupied the land for the
purpose of turning into farmland for potato production for the sake of World War II.
The War ended right away after, and the land was
not necessary damaged, fortunately.
US Armed Forces in 1946 turned the land for recreational facility and asked Kikujiro Saura to help the
construction, and added 3 holes to complete the
golf facility with Quanset hut for their club house.
The Peace Treaty of 1952 brought the facility back to
Japan, and Saura promptly opened Sen-en Golf Club
and given the new name “ Urakasumi Course “.
Japanese golfers and US Military enjoyed sharing
the club life as the US Military oﬃcers won the ﬁrst 5
Club Championships.

Regular Member：Taizo Kawata
Heard about Sen-en for long time as very interesting
layout though only 9 holes, natural terrain still there
with good old ﬂavor surrounds over the whole
course which you should never miss visiting.
It was good that JSGCA planned itʼ s Course Study
group-visit to let it happen this time, and glad to see
the pre-rumour proved absolutely correct.
We ﬁnd every hole is diﬀerent as it looks no dirt has
been moved from the original land scape when con-

structed.
You need to place your shot onto up-hill target
sometime or to down-hill green, while wide open
fairway expects you to hit a big shot from several
tees, and memorability of each hole remains even
until weeks later.
I regret that particular bad shot, and I like to go back
and try it again........

GCA JOURNAL No.21

06

