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『２０１０年９月号～大会結果特集～』 

    
   

今夏は、記録的な連日の猛暑日でした。朝から強い日差しが降り注ぐ中、ジュニアゴルファーが暑い！熱い！闘いを 

繰り広げた大会が各地で開催されました。今回は、各大会を振り返り、ジュニア会員上位入賞者をご報告します。 

入賞されたみなさん、おめでとうございます！   
 
 
       

 ＜平成２２年７月２６日（月）  於：宮島志和カンツリー倶楽部 （88名出場）＞    
 

１８ホールの部                 ９ホールの部 
優 勝：吉田 好輝 ８１（高陽ゴルフセンター）       優 勝：栗原  幸 ５０（道祖園ゴルフセンター）   

第２位：岡下はづき ８３（セラゴルフガーデン）     第２位：植田  達也 ５０（ピーズリンクス）   

第３位：薮下 真衣 ８７（安浦シーサイドゴルフ）    第３位：安部明日香 ５０（サンセゴルフガーデン）  
 

広島県ゴルフ協会 平成２２年度競技会 

＜平成２２年８月９日（月）  於：グリーンバーズゴルフ倶楽部 （82名出場）＞ 
   

    高校生男子の部                 中学生男子の部 
優 勝：天野 貴之 ７３（広島国際学院高等学校）    優 勝：山根 大輝 ７２（安浦シーサイドゴルフ） 

第２位：野村 拓矢 ７４（広陵高等学校）        第２位：中村  友貴 ７２（高陽ゴルフセンター）  

第３位：奥山 良生 ７８（広島国際学院高等学校）    第３位：関藤 直熙 ７４（石田池ゴルフセンター） 
 

中学・高校女子の部              小学生の部 

優 勝：岡田 唯花 ７３（広電ゴルフ）                優 勝：金谷 拓実 ７２（ＫＳＰゴルフガーデン）   

第２位：梶山万里奈 ７６（ゴルフメイト高屋）       第２位：関藤 侑嗣 ７３（石田池ゴルフセンター） 

   第３位：笠原  響 ７９（ＫＳＰゴルフガーデン）    第３位：金岡 杏実 ７４（ラブ・ゴルフクラブ） 
       

夏季大会の写真・成績等を 広島県ゴルフ協会ホームページ http://green-egg.jp に掲載していますのでぜひご覧下さい。 
 

 
 

～広島県ゴルフ協会 平成２２年度第１期ジュニアゴルフスクール（夏季大会）を終えて～ 
 

今期は、第１回記録会：７月２６日(月) 宮島志和カンツリー倶楽部（８８名参加）、ゴルフ場体験西部地区： 
７月２９日(木) 八千代カントリークラブ（４０名参加）、合同練習会西部地区：８月２日(月) 広島中央ゴルフ 
クラブ（８２名参加）、合同練習会東部地区：８月１８日(水) 尾道ゴルフ倶楽部（８７名参加）、競技会： 
８月９日(月) グリーンバーズゴルフ倶楽部（８２名参加）以上の５大会を開催致しました。天候に恵まれ、全 
大会を無事に終了致しました。記録的な猛暑日が続く中、子ども達はリタイヤすることなく、全員が最後まで 
やり遂げることができました。暑さに負けず、集中力を保ち、真剣にそしてゴルフを楽しむ子ども達の姿は、 
凛々しく頼もしく感じました。開催クラブからは、参加者全員へスポーツドリンクをご寄付いただきました。 
冷たい氷水に浸したおしぼりを用意されたクラブもありました。コースから帰ってきた子ども達は、冷たい氷 
水に手を入れて、満面の笑みを浮かべていました。各開催クラブの方々が、子ども達に激暑の中ベストコンデ 
ィションでラウンド出来るようにと様々な対策を考えていただいておりました。開催クラブの皆様のお心遣い 
に感謝いたします。指導におきましては、広島県プロゴルフ協会の全面的なご協力のもと、ルール、エチケッ 
トマナーを心がけ、礼儀・挨拶を徹底するようご指導いただきました。今回の記録会、競技会では、好スコア 
をマークした選手が目立ちました。競技会の開講式では、広島県プロゴルフ協会田中会長より、プレーの不当 
な遅延、スロープレー、他の人へ迷惑とならないように注意し挑んでいただきいと選手に話をされました。 
選手１人１人がプレーの進行を心がけた結果、非常にスムーズな素晴らしいラウンドとなりました。 
これからも、心技共に充実を図り、信頼されるゴルファーに成長していってほしいと願っております。 

夏季大会を開催するにあたり、ジュニア育成事業にご理解ご協力を頂きました各開催クラブの支配人様、 
スタッフの皆様、広島県プロゴルフ協会指導者の皆様、実行委員ボランティアの皆様、練習場協会・ジュニア 
スクール実施練習場の皆様、保護者の皆様に深く感謝申し上げます。  ありがとうございました。 

２０１０年度（平成２２年）第１６回中国ジュニアゴルフ選手権競技  

兼 平成２２年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会第５４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２２年７月２７日（火）～２８日（水） 於：白竜湖カントリークラブ＞ 
 
男子１５～１７歳の部 
優  勝   ：村山  駿 １３０（68・62）（広島国際学院高２年）  
第３位   ：久志岡俊海 １３４（69・65）（広島国際学院高３年） 
第８位Ｔ ：久志岡 亮 １４３（71・72）（広島国際学院高２年） ／ 長谷川祥平 １４３（69・74）（広島国際学院高２年） 

第10位Ｔ ：奥山 良生 １４５（74・71）（広島国際学院高1年）  
 
女子１５～１７歳の部 

第８位  ：大山花奈美 １５１（76・75）（広陵高１年） 

第10位Ｔ ：久保美沙都 １５３（74・79）（瀬戸内高３年）／ 高山佳小里 １５３（73・80）（瀬戸内高２年） 
 
男子１２～１４歳の部 

優  勝   ：関藤 直熙 １４４（71・73）（駅家中１年）  
第３位   ：山根 大輝 １４６（74・72）（武田中３年） 
第８位Ｔ ：田中 大心 １５２（79・73）（五日市中３年） 

第10位  ：中村 友貴 １５４（78・76）（東原中２年） 
 
女子１２～１４歳の部 
優  勝   ：境原 茉紀 １４１（70・71）（鈴峯女子中３年）  
第３位   ：椿原 海里 １４９（73・76）（鈴峯女子中２年） 
第４位  ：中田 樹乃 １５５（77・78）（鈴峯女子中１年） 

第６位  ：加治木憂歌 １５８（79・79）（大塚中３年） 

第９位Ｔ ：田辺ひかり １６２（82・80）（駅家南中１年） 

 

 

  （主催：日本高等学校ゴルフ連盟・日刊スポーツ新聞社・スポーツニッポン新聞社） 

＜平成２２年８月３日（火）・４日（水） 於：茨城県・静ヒルズカントリークラブ ＞ 
 

高校男子団体の部  ＜３８校出場 ＞ 

第10位：広島国際学院高等学校（久志岡俊海・久志岡 亮・長谷川祥平・村山 駿） 
 

 

   （主催：日本高等学校ゴルフ連盟・日刊スポーツ新聞社・スポーツニッポン新聞社） 

＜平成２２年８月６日（金）・７日（土） 於：茨城県・静ヒルズカントリークラブ＞ 
 

高校男子個人の部  

第２位   ：小西 健太 １３８（67・71）（瀬戸内高１年）  

第15位Ｔ ：久志岡俊海 １４４（70・74）（広島国際学院高３年） 
 

 

   （主催：全国中学校ゴルフ選手権実行委員会・スポーツニッポン新聞社・日刊スポーツ新聞社） 

   ＜平成２２年８月３日（火）・４日（水） 於：茨城県・宍戸ヒルズカントリークラブ＞ 
 

中学女子団体の部 ＜９校出場 ＞ 

第６位：鈴峯女子中学校（境原 茉紀・中田 樹乃・岡田 唯花） 
 

 

  （主催：全国中学校ゴルフ選手権実行委員会・スポーツニッポン新聞社・日刊スポーツ新聞社） 

＜平成２２年８月６日（金）・７日（土） 於：茨城県・宍戸ヒルズカントリークラブ＞ 
 

中学男子個人の部  
第12位  ：関藤 直熙 １５０（75・75）（駅家中１年）  
 
中学女子個人の部  

第５位  ：境原 茉紀 １５０（75・75）（鈴峯女子中３年）  
第22位  ：椿原 海里 １６１（80・81）（鈴峯女子中２年） 

                           
                         （裏面へ続きます。） 

広島県ゴルフ協会 平成２２年度第１回記録会 

平成２２年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第３１回 団体の部 

平成２２年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第５４回 個人の部 

平成２２年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 第３回 女子団体の部 

平成２２年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 第５４回 個人の部 

 

http://www.hgfa.jp/


 

（主催：中国ゴルフ連盟） 

 ＜平成２２年８月１１日（水） 於：広島カンツリー倶楽部 八本松コース＞ 
 

     男子の部 

優  勝   ：金谷 拓実 ７３（昭和北小６年）  

第２位Ｔ ：金岡 奎吾 ７７（深川小５年） ／ 三田 真弘 ７７（津島小３年） 

第４位  ：金澤 圭祐 ７８（井口台小６年） 

第７位Ｔ ：関藤 侑嗣 ８０（駅家東小５年） 

 
女子の部 

優  勝   ：金岡 杏実 ７５（深川小６年）  

第２位  ：小西 瑞穂 ７８（土堂小６年）  

第４位Ｔ ：植田 梨奈 ８３（昭和北小６年）／ 石川 怜奈 ８３（多治米小５年） 

 

 

 

（主催：日本ゴルフ協会） 
 

２０１６年にリオデジャネイロで開催されるオリンピックにゴルフが実施競技となり、（財）日本オリンピック委員会から 

『日本ジュニアゴルフ選手権競技』が『ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会』の認定を受けました。 
 

 ＜平成２２年８月１８日（水）～２０日（金）  於：霞ヶ関カンツリー倶楽部 男子の部：西コース 女子の部：東コース＞ 
 

  男子１５～１７歳の部  

優  勝   ：小西 健太 ２０６（71・66・69）（瀬戸内高１年）  

第６位Ｔ ：村山  駿 ２１２（67・69・76）（広島国際学院高２年） 

第45位Ｔ ：久志岡俊海 ２２７（72・72・83）（広島国際学院高３年） 

 
 男子１２～１４歳の部  

第13位  ：関藤 直熙 ２３０（79・74・77）（駅家中１年） 

 
 女子１２～１４歳の部  

第３位  ：境原 茉紀 ２２２（73・78・71）（鈴峯女子中３年） 

 

 

（主催：広島県高等学校ゴルフ連盟・広島県ゴルフ協会） 

 ＜平成２２年８月２３日（月）～２５日（水） （２３日は開会式） 於：賀茂カントリークラブ＞ 
 

高校男子の部 

優  勝   ：村山  駿 １３８（69・69）（広島国際学院高２年）  

第２位   ：小西 健太 １３９（72・67）（瀬戸内高１年） 

第３位  ：長谷川祥平 １４０（70・70）（広島国際学院高２年） 

 

高校女子の部 

優  勝   ：五條稚香子 １４２（70・72）（広島国際学院高３年）  

第２位   ：高山佳小里 １４７（73・74）（瀬戸内高２年） 

第３位  ：久保美沙都 １４９（78・71）（瀬戸内高３年）  

 
中学男子の部 

優  勝   ：田中 大心 １４２（71・71）（五日市中３年）  

第２位   ：関藤 直熙 １４３（71・72）（駅家中１年） 

第３位  ：中村 友貴 １５０（71・79）（東原中２年） 

 

中学女子の部 

優  勝   ：境原 茉紀 １４０（70・70）（鈴峯女子中３年）  

第２位   ：石川 紗妃 １５０（75・75）（城南中２年） 

第３位  ：中田 樹乃 １５５（78・77）（鈴峯女子中１年） 

 
 
 

 

（主催：社団法人 広島ゴルフ倶楽部） 

  ＜平成２２年７月２０日（火） 於：社団法人広島ゴルフ倶楽部 鈴ヶ峰ゴルフ場＞ 
 

    中学生男子の部               中学生女子の部 
優 勝：田中 大心 ７１（五日市中３年）          優 勝：金子すみれ ８０（戸坂中２年） 

第３位：中村  友貴 ７７（東原中２年）               第２位：鈴木 理子 ８０（牛田中２年）  

      第３位：梶山万里奈 ８１（武田中１年） 
 

小学生高学年 男子の部（小４～小６）     小学生高学年 女子の部（小４～小６） 

優 勝：金澤 圭祐 ７４（井口台小６年）         優 勝：小西 瑞穂 ８０（土堂小６年）  

 第２位：金岡 奎吾 ８２（深川小５年）         第２位：金岡 杏実 ８０（深川小６年） 

第３位：山田  怜 ８７（高美ヶ丘小６年）      第３位：石川 怜奈 ９４（多治米小５年）  
 
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：三田 真弘 ３３（津島小３年）  

 第２位：田中 愛士 ４０（五日市東小３年）       

第３位：笠原  瑛 ４２（熊野第四小３年）     
 
 

（主催：谷原秀人プロ・松永カントリークラブ） 

  ＜平成２２年８月３０日（月） 於：松永カントリークラブ＞ 
 

小学生４～６年生・男子の部        小学生４～６年生・女子の部 

優 勝：金谷 拓実 ７１（昭和北小６年）            第２位：金岡 杏実 ７８（深川小６年） 

 第２位：関藤 侑嗣 ７５（駅家東小５年）       第３位：小西 瑞穂 ７８（土堂小６年）   
  
小学生１～３年生・男子の部（9H）     小学生１～３年生・女子の部（9H）         

優 勝：三田 真弘 ３２（津島小３年）        優 勝：栗原  愛 ３７（熊野第一小３年）      

第３位：岡田 舜平 ３８（山手小３年）        第２位：安部明日香 ４０（八次小２年） 

                                             第３位：平野菜々子 ４１（向原小３年） 

   

 

           ～小西健太くん 世界のトップジュニアゴルファーが集まる大会で見事優勝～ 
 

７月１２日～１４日、スコットランド Ｌｕｎｄｉｎ Ｇｏｌｆ Ｃｌｕｂ にて開催された  

２０１０年度（第９回）ジュニアオープンゴルフ選手権 ゴールドクラス（ハンディキャップ３．０以下）で、  

   小西健太くん（広島県瀬戸内高校１年生）が、通算２アンダーパーで２位に４打差をつけて、日本人選手初優勝の快挙を成し 

遂げました。小学５年生のときに広島県ゴルフ協会ジュニアスクールに入校され、翌年にはジュニアスクール競技会で優勝、 

その後出場する大会では常に上位をキープし、昨年の日本ジュニアゴルフ選手権男子１２～１４歳の部で優勝、２０１０年 

男子ナショナルチームの育成選手に選ばれました。今夏の日本ジュニア選手権男子の部１５～１７歳の部でも見事優勝され、 

これからの活躍がますます期待されます。 

 

                     （ジュニアオープンゴルフ選手権） 

                         1994 年に創始され、2000 年からＲ＆Ａ（Royal and Ancient Golf Club of St .Andrews）が世界中の 

ジュニアゴルファーの育成を目的に運営管理。全英オープン（The Open Championship）の開催に 

合わせ行われている。１６歳以下のトップジュニアゴルファーが集結し、世界一を競う。 

競技は、ハンディキャップに分けたクラスで行われる。 

    

２０１０年度（平成２２年）第４回中国小学生ゴルフ大会 

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会 

２０１０年度（第１６回）日本ジュニアゴルフ選手権競技 

第１３回広島県高等学校ゴルフ選手権夏季大会・中学生大会 

 

編集／発行：広島県ゴルフ協会、同ジュニア育成委員会 

〒７３２－０８０３ 広島市南区南蟹屋 1-8-13 上仙ビル２階 

 TEL０８２－２８４－８０２６／メールアドレスinfo@hgfa.jp ／ホームページhttp://green-egg.jp 

第４回 鈴ヶ峰ジュニアカップゴルフ大会 

第４回 谷原秀人ジュニアクラシック ゴルフの部 

mailto:info@hgfa.jp
http://green-egg.jp/

