＜広島県ゴルフ協会ジュニアゴルフ通信 Vol.100＞

２０１８年度（第２４回）中国ジュニアゴルフ選手権競技１５歳～１７歳の部
兼 平成３０年度全国高等学校ゴルフ選手権大会第６２回個人の部 中国予選
（主催：中国ゴルフ連盟・中国高等学校ゴルフ連盟・スポーツニッポン新聞社）

＜平成３０年７月１９日（木）・２０日（金）

男子15歳～17歳の部（6,922Yards

『２０１８年９月号 ～大 会 結 果 特 集 ～』
このたびの西日本豪雨により被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。
記録的な猛暑が続いた夏休み期間中に、ジュニアの大会が各地で開催されました。
上位入賞を果たしたジュニア会員をご報告します。入賞されたみなさん、おめでとうございます。

広島県ゴルフ協会 平成３０年度競技会
＜平成３０年８月１０日（金）

フォレストヒルズゴルフ＆リゾート

（５６名出場）＞

【中学・高校男子の部】（6,482Yards） 【中学・高校女子の部】（5,741Yards）
優

優

勝：松浦

葵 ７３（玉の浦）

【小学生の部】（5,200Yards）

勝：河邉

匠 ７０（高屋）

優

勝：井ノ下愛華 ６７（高屋）

第２位：成田

遊聡 ７４（西条）

第２位：川端

悠衣 ７４（広電）

第２位：藤田

一平 ７０（高陽）

第３位：辻

大成 ７６（道祖園）

第３位：重常

花梨 ７７（高屋）

第３位：岡田

怜音 ７５（ピーズ）

第３位 ：唐下
第６位 ：米原
第７位 ：笠原
第８位 ：田中
第９位 ：沖村
第10位Ｔ ：寺西
第10位Ｔ ：細川
第13位Ｔ ：岡田

明徒
海斗
瑛
愛士
柊
遼馬
淳矢
大樹

和木ゴルフ倶楽部＞

女子15歳～17歳の部（6,126Yards

Par72）

１４６（74・72）（瀬戸内高１年）
第６位 ：栗原
愛
１４８（74・74）（国際学院高３年）
第７位Ｔ ：佐田山鈴樺
１４９（76・73）（瀬戸内高２年）
第７位Ｔ ：唐木田梨乃
１５０（75・75）（広陵高２年）
第９位Ｔ ：中村 佳音
１５１（75・76）（瀬戸内高１年）
第９位Ｔ ：安部明日香
１５２（75・77）（国際学院高１年）
第11位Ｔ ：岡本 陽菜
１５２（70・82）（英数学館高３年）
第11位Ｔ ：神田ひなた
１５４（79・75）（近大附東広島高３年）

（主催：中国ゴルフ連盟・中国高等学校ゴルフ連盟・スポーツニッポン新聞社）

＜平成３０年７月２５日（水）・２６日（木）

男子12歳～14歳の部（6,662Yards

広島カンツリー倶楽部 西条コース＞

女子12歳～14歳の部（6,149Yards

Par72）

瑛 １４２（75・67）（口田中３年）
朋樹 １４３（76・67）（東原中３年）
大空 １４９（75・74）（駅家中３年）

２０１８年度（第１２回）中国小学生ゴルフ大会
＜平成３０年７月２５日（水）

http://green-egg.jp

にて公開しております。

また、月刊誌 Ｇｏｏｄ Ｇｏｌｆ ９月号 （月刊グッドゴルフ） に大会の写真等が掲載されております。

～広島県ゴルフ協会 平成３０年度第１期ジュニアゴルフスクール（夏季大会）～
平成３０年度第１期体験メニュー（練習場での基本打球指導６回）は、４５名（男子３０名 女子１５名）が受講されました。
大会は、合同練習会東部地区を７月２６日（木）尾道カントリークラブ宇根山コース（４４名）、合同練習会西部地区を
８月３日（金）戸山カンツリークラブ（６３名）、競技会を８月１０日（金）フォレストヒルズゴルフ＆リゾート（５６名）で開催致し
ました。７月３０日（月）に予定していた記録会は、宮島志和カンツリー倶楽部が豪雨による被害のため開催が困難となり
急遽会場を賀茂カントリークラブに変更して準備をしておりましたが、台風の影響により中止となりました。
大会開催にあたりまして、ご理解とご協力を頂きました開催クラブの支配人様、スタッフの皆様、そして広島県プロゴルフ
協会の皆様、広島県ゴルフ練習場協会・ジュニアスクール実施練習場の皆様、実行委員ボランティアの皆様、保護者
ボランティアの皆様、暑い中本当に有難うございました。深く感謝申し上げます。
≪平成30年度第１期 体験受講生（45名）へのアンケートより 一部抜粋≫
☆ 練習場での打球練習（６回）はどうでしたか？
・はじめる前より、各クラブがよくとんでいたので、はじめてよかったと思った。
・先生に教えてもらって、まっすぐ遠くにとぶと、とても気持ちいいから楽しいです。
・上手にうてたときはうれしかった。上手にうてなかったときは、上手になりたいと思った。
☆ ゴルフ場体験（合同練習会）はどうでしたか？
・たのしかったです。ちょっときんちょうしました。
・ふだんの練習よりまっすぐ遠くにとばず、苦戦しました。
・からぶりばっかりだったから、からぶりをしないようになりたい。
・ふつうに習っているときは平地でするけど、ななめだったから面白かった。
・たいらなめんではなかったので、あまりとばないときがあったのでむずかしいです。
・ゴルフ場ははじめてだったので、いいけいけんになったと思う。
・バンカーからボールを出すのがむずかしかったです。でも楽しかったのでまた参加したいです。

１５１（76・75）（国際学院高２年）
１５２（79・73）（国際学院高３年）
１５２（78・74）（東高２年）
１５６（80・76）（国際学院高２年）
１５６（78・78）（国際学院高１年）
１５７（82・75）（国際学院高２年）
１５７（77・80）（国際学院高３年）

２０１８年度（第２４回）中国ジュニアゴルフ選手権競技１２歳～１４歳の部
兼 平成３０年度全国中学校ゴルフ選手権大会第６２回個人の部 中国予選

第３位 ：白井
第４位 ：吉田
第９位Ｔ ：佐藤

夏季大会の写真・成績等を 広島県ジュニアゴルファー専用サイト

Par72）

男子の部（5,788Yards
第４位Ｔ ：岡田
第６位 ：藤田
第７位Ｔ ：中本
第７位Ｔ ：堀口

寿美
幸
悠衣
葵

１４２（71・71）（城北中２年）
１４２（70・72）（熊野東中３年）
１５３（78・75）（大州中２年）
１５３（76・77）（三原第三中１年）

（主催：中国ゴルフ連盟）

広島カンツリー倶楽部 西条コース＞

女子の部（5,788Yards

Par72）

怜音
一平
旺希
獅恩

第４位Ｔ ：安保
第４位Ｔ ：栗原
第８位Ｔ ：川端
第８位Ｔ ：松浦

Par72）

７９
８０
８２
８２

（春日野小６年）
（落合東小５年）
（荒神町小５年）

Par72）

第２位Ｔ ：井ノ下愛華
第６位 ：坂本
遥
第11位 ：山岡 瑠生

８０ （東西条小６年）
８３ （中島小５年）
９０ （永末小６年）

（昭和北小６年）

平成３０年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第３９回 団体の部

（主催：一般社団法人日本高等学校ゴルフ連盟）

＜平成３０年８月７日（火）・８日（水） 茨城県・セントラルゴルフクラブ＞（男子：東コース 女子：西コース）
※台風の影響により 1 日競技として実施

高校男子団体の部

＜36校出場＞
第８位：広島県瀬戸内高等学校（沖村

柊・木本 大志・唐下 明徒・笠原

瑛）

高校女子団体の部

＜32校出場＞
第16位：広島国際学院高等学校（栗原

愛・岡本 陽菜・中村 佳音・神田ひなた）

平成３０年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第６２回 個人の部

（主催：一般社団法人日本高等学校ゴルフ連盟）

＜平成３０年８月１０日（金）・１１日（土） 茨城県・セントラルゴルフクラブ＞（男子：東コース 女子：西コース）
※台風の影響により１日競技として実施

高校男子個人の部（7,167Yards
第13位Ｔ ：寺西
第18位Ｔ ：細川
第29位Ｔ ：米原
第49位Ｔ ：笠原

遼馬
淳矢
海斗
瑛

６９
７０
７１
７２

Par72）
（国際学院高１年）
（英数学館高３年）
（国際学院高３年）

高校女子個人の部（6,571Yards
第29位Ｔ：栗原
愛
第51位Ｔ：唐木田梨乃
第69位Ｔ：佐田山鈴樺

Par73）

７１ （国際学院高２年）
７３ （東高２年）
７５ （国際学院高３年）

（瀬戸内高２年）

平成３０年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 第６２回 個人の部

（主催：一般社団法人日本高等学校ゴルフ連盟）

＜平成３０年８月１０日（金）・１１日（土） 茨城県・セントラルゴルフクラブ NEW コース＞
※台風の影響により１日競技として実施

中学男子個人の部（6,675Yards
第22位Ｔ ：吉田
第66位Ｔ ：白井

朋樹
瑛

Par72）

７４ （東原中３年）
８３ （口田中３年）

中学女子個人の部（6,226Yards
第４位Ｔ：栗原
第９位Ｔ：安保

幸
寿美

Par72）

７１ （熊野東中３年）
７２ （城北中２年）
（裏面へ続きます）

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会
２０１８年度（第２４回）日本ジュニアゴルフ選手権競技

（主催：公益財団法人 日本ゴルフ協会）

＜平成３０年８月１５日（水）～１７日（金） 埼玉県・霞ヶ関カンツリー倶楽部＞（男子：西コース 女子：東コース）

男子15歳～17歳の部（6,775Yards
第８位Ｔ ：唐下
第37位Ｔ ：米原
第41位Ｔ ：細川
第55位Ｔ ：寺西
第63位Ｔ ：田中

明徒
海斗
淳矢
遼馬
愛士

２１４（72・68・74）（広島県瀬戸内高１年）
２２１（72・75・74）（広島国際学院高３年）
２２２（73・74・75）（英数学館高３年）
２２５（70・78・77）（広島国際学院高１年）
２２８（73・75・80）（広陵高２年）

男子12歳～14歳の部（6,775Yards
第18位Ｔ ：白井
第18位Ｔ ：吉田

瑛
朋樹
幸

優 勝：米原
第２位：木本
第３位：笠原

海斗
大志
瑛

優 勝：吉田
第２位：白井
第３位：細川

朋樹
瑛
達矢

① ティーインググラウンド ⇒ ティーイングエリア

高校女子の部（5,746Yards

１４３（72・71）（東原中３年）
１５２（74・78）（口田中３年）
１５３（78・75）（城東中２年）

遼真
勝矢

７４ （落合東小５年）
７８ （荒神町小５年）
７９ （大町小４年）

１４０（68・72）（熊野東中３年）
１４３（68・75）（城北中２年）
１４８（72・76）（大州中２年）

７６ （口田中３年）
７７ （矢野中２年）
８１ （国泰寺中１年）

＜小学生大会 平成３０年８月６日（月）
一平
獅恩
怜音

７６ （落合東小５年）
８１ （昭和北小６年）
８３ （春日野小６年）

④ ウォーターハザード

⇒ ペナルティーエリア

⑤ パッティンググリーン

⇒（変わらず）

④ペナルティーエリア

球を捜す時間は、現在の５分間から３分間に
短縮されます。
この変更はプレーのペースに役立つでしょう。

ドロップすることで、球が大きく
転がることを防ぎ、プレーの遅延

（主催：谷原秀人プロ・松永カントリークラブ）

を防ぎます。

優 勝：井ノ下愛華
第３位：龍本 奈月
第４位：山岡 瑠生

７１ （東西条小６年）
７９ （安小４年）
８０ （永末小６年）

第４位：橋本

優那

ドロ ホールに旗竿を立てたままパットをして、
その球が旗竿にあたっても罰はありません。

げ

ホールに旗竿を

ドロ

立てたままパットを

パッティンググリーン上の損傷個所を修理することが

することができます。

できます。例えば、プレーの線上のスパイクマークを

９１ （久松台小２年）

長いパットを残した

修理することができます。

優 勝：川端
第２位：安保
第４位：山田

悠衣
寿美
胡花

７８ （大州中２年）
７９ （城北中２年）
８４ （東原中１年）

小学生高学年女子の部（小４～小６）
優 勝：山岡
第２位：山田
第３位：鷲見

瑠生 ８０ （永末小６年）
花桜 ９８ （東野小５年）
一葉１０２ （三ツ城小５年）

プレーヤーが誰かが

ただし、自然の凹凸や
ホールの摩耗を修理する
ことはできません。

（主催：一般社団法人 広島ゴルフ倶楽部）

一般社団法人広島ゴルフ倶楽部 鈴が峰コース＞

小学生高学年男子の部（小４～小６）

⇒（変わらず）

現在の肩の高さより低い所から

中学生女子の部
瑛
大成
颯士

③ バンカー

ドロ 膝の高さからドロップします。 ドロ

Par72）

一般社団法人広島ゴルフ倶楽部 鈴が峰コース＞

中学生男子の部

⇒ ジェネラルエリア

１４０（69・71）（国際学院高２年）
１４６（72・74）（国際学院高１年）
１４７（74・73）（広陵高１年）

小学生１～３年生・女子の部

６８ （阿戸小３年）
７５ （戸坂小３年）

＜中学生大会 平成３０年７月３０日（月）

優 勝：藤田
第２位：堀口
第３位：岡田

幸
寿美
悠衣

② スルーザグリーン

①ティーイングエリア
（現在のティーインググラウンド）

（現在のウォーターハザードに
変わる新しい概念）

小学生４～６年生・女子の部

第１２回 鈴が峰ジュニアカップゴルフ大会

優 勝：白井
第２位：辻
第３位：馬城

優 勝：栗原
第２位：安保
第３位：川端

Par72）

松永カントリークラブ ＞

小学生１～３年生・男子の部
優 勝：中上
第２位：川内

優 勝：岡本 陽菜
第２位：安部明日香
第３位：由元 結菜

中学女子の部（5,746Yards

Par72）

小学生４～６年生・男子の部
第３位：藤田 一平
第５位：中本 旺希
第６位：松本瞬乃介

（主催：広島県高等学校ゴルフ連盟・広島県ゴルフ協会）

フォレストヒルズゴルフ＆リゾート＞

第１２回 谷原秀人ジュニアクラシック
＜平成３０年８月１７日（金）

③バンカー

Par71）

１４３（73・70）（国際学院高３年）
１４４（67・77）（瀬戸内高３年）
１４６（74・72）（瀬戸内高２年）

中学男子の部（6,370Yards

（現在のスルーザグリーン）

コースは５つのコースエリアに分けられ、
名称が変わるものがあります。

Par72）

⑤パッティンググリーン

②ジェネラルエリア

２２４（75・69・80）（熊野東中３年）

＜平成３０年８月２１日（火）～２２日（水）

ｗｗｗ．ｊｇａ．ｏｒ．ｊｐ

Par70）

第２１回 広島県高等学校ゴルフ選手権夏季大会・中学生大会
高校男子の部（6,764Yards

（公財）日本ゴルフ協会 JGA ホームページ

２２８（75・75・78）（口田中３年）
２２８（71・74・83）（東原中３年）

女子12歳～14歳の部（6,456Yards
第21位Ｔ ：栗原

2019 年 1 月 1 日から新しい規則が施行されます。
新しい規則はゴルフゲームをより分かりやすく、簡単にプレーすることができ、これからゴルフを
始めるプレーヤーにとっても理解しやすいように、現在の規則と比べて大きく変わっています。
主な変更点をいくつか紹介します。詳細な内容については、JGA ホームページをご参照ください。

Par70）

旗竿に付き添ってくれ
るのを待つ時間を
短縮できるでしょう。

げ

ドロ ペナルティーエリア内（ウォーターハザードに代わる
エリアでバンカーを含まない）の球をプレーする場合、

クラブを地面につけたり、ルースインペディメント
を取り除くこともできます。

ドロ

球がバンカー内にある場合、そのバンカー内
のルースインペディメント（木の葉、枝、石な
どの自然物）に触れても罰はなく、取り除くこ
ともできます。

小学生低学年の部（小３まで 男女混合 ９ホールストロークプレー）
優 勝：中上
第２位：平尾
第３位：寺岡

遼真
駿介
鈴音

３７ （阿戸小３年）
４８ （呉中央小２年）
５１ （府中小３年）

編集／発行：広島県ゴルフ協会・同ジュニア育成委員会
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TEL ０８２（５５５）８２３１／ メールアドレス info@hgfa.jp

／

ホームページ http://green-egg.jp

