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『２０１１年９月号～大会結果特集～』    

今年は、早い梅雨明け、猛暑、局地的な豪雨と丌安定な天気が続いた夏でした。夏休み期間中、暑い夏空の下で元気

いっぱいのジュニアゴルファーが熱戦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２３年７月２５日（月）  於：宮島志和カンツリー倶楽部 （９２名出場）＞    
 

１８ホールの部  （※悪天候の為、９Ｈに短縮）     ９ホールの部 
優 勝：大石 敦也 ４３（ミスズゴルフ）            優 勝：栗原 英斗 ５５（サンセゴルフガーデン）   
第２位：大川  宙 ４４（広電ゴルフ）            第２位：重常 海斗 ５５（ゴルフメイト高屋）   

第３位：坂本 柊人 ４５（ゴルフ練習場フロント９）         第３位：竹重 恒輝 ５９（ゴルフメイト高屋）  
 

広島県ゴルフ協会 平成２３年度競技会 

＜平成２３年８月１９日（金）  於：グリーンバーズゴルフ倶楽部 （１００名出場）＞ 
   
    高校生男子の部                 中学生男子の部 

優 勝：石中 風太 ７２（広島国際学院高等学校）    優 勝：梶梅 勇生 ７３（道祖園ゴルフセンター） 

第２位：保山有生祐 ７５（広陵高等学校）        第２位：中村  友貴 ７３（高陽ゴルフセンター）  

第３位：山中 勝貴 ７６（広島国際学院高等学校）    第３位：清川  亨 ７５（舟入ゴルフガーデン） 
 

中学・高校女子の部              小学生の部 

優 勝：大山花奈美 ７０（広陵高等学校）              優 勝：吉田 好輝 ７５（高陽ゴルフセンター）   

第２位：田辺ひかり ７１（鈴池ゴルフセンター）        第２位：金岡 奎吾 ７７（ラブ・ゴルフクラブ） 

第３位：薮下 真衣 ７３（安浦シーサイドゴルフ）       第３位：大石 敦也 ７７（ミスズゴルフ） 

 

４番ホールで見事ホールインワン！! 岡田大樹くん（ゴルフメイト高屋 小学５年生）おめでとうございます。 
            

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 にて公開しております。 

また、月刊誌 ＧＯＬＦ ＬＩＦＥ ９月号（ゴルフ＆オフライフの総合誌・広島版 ゴルフライフ）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２３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２５日（月）宮島志和カンツリー倶楽部（９２名）、合同練習会西部地区：８月１日（月） 
戸山カンツリークラブ（１０２名）、合同練習会東部地区：８月８日（月）三原カンツリークラブ（９０名）、競技会：８月１９日 
（金）グリーンバーズゴルフ倶楽部（１００名） 以上の４大会を開催致しました。大会開催にあたり、多大なるご理解とご協 
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。次回は、春休みに開催致します。成長したみんなに会えることを楽しみにしております。  
≪体験受講生のアンケートより≫ 

   ☆ 練習場での打球練習（６回）の内容はどうでしたか？ 

    ・ちょっとむずかしかったけどすごくたのしかったです。 

・パターやバンカーの練習をもっとしたかったです。 

・グリップのにぎり方や立ち方など、ていねいに教えてもらったのでわかりやすかったです。 

    ・自分の中で、目標を持って練習することができた。教えてくれる先生も上手な教え方で、充実した６回だった。 

   ☆ ゴルフ場体験（合同練習会）はどうでしたか？ 

    ・いがいにゴルフ場は広くてびっくりした。でもたのしかったです。 

    ・はじめてだったので、とてもきんちょうしていたけれども、とても楽しかったです。 

・練習のようにうまく出来なかった。 

    ・ちょっとうまくいかないところもあったけどたのしかったです。 

    ・場所によって使うクラブの選び方がよくわかった。 

       ・６回の打球練習からゴルフ場体験まできて、今までの練習のせいかをだしてランクをあげられたのでよかったです。 

    ・ぼくは、ゴルフ場をぼくのお父さんとお母さんでしかまわったことがなかったので心配だったけど、大丈夫だったので良かったです。 

    ・最高がボギーだったから少しうれしかった。もっとクラスを上げてうまくなりたい。    

    ・初めて出たグリーンは芝がとてもきれいで、とても楽しかった。一緒に回った子とも友達になれた。 

・先生がアドバイスしてくれたので、プレーがしやすかったです。同じチームの女の子とも仲良くなれたのでよかったです。楽しかったです。 

 

２０１１年度（平成２３年）第１７回中国ジュニアゴルフ選手権競技１５～１７歳の部  

兼 平成２３年度全国高等学校ゴルフ選手権大会第５５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２３年７月２１日（木）～２２日（金） 於：白竜湖カントリークラブ＞ 
 

男子１５～１７歳の部 
第３位Ｔ：長谷川祥平 １４０（71・69）（広島国際学院高３年） ／村山 駿 １４０（70・70）（広島国際学院高３年） 

第６位Ｔ：久志岡 亮 １４３（73・70）（広島国際学院高３年）  
 

女子１５～１７歳の部 
第３位 ：境原 茉紀 １４３（70・73）（広島国際学院高１年） 

第７位Ｔ：高山佳小里 １４７（74・73）（瀬戸内高３年） 

 

２０１１年度（平成２３年）第１７回中国ジュニアゴルフ選手権競技１２～１４歳の部  

兼 平成２３年度全国中学校ゴルフ選手権大会第５５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２３年７月２７日（水）～２８日（木） 於：広島カンツリー倶楽部 八本松コース＞ 
 

男子１２～１４歳の部 
第２位  ：関藤 直熙 １４５（76・69）（駅家中２年）  
第３位  ：金谷 拓実 １４８（76・72）（昭和北中１年） 
第７位 ：中村 友貴 １５５（78・77）（東原中３年） 

第８位 ：梶梅 勇生 １５６（77・79）（矢野中３年） 
第10位Ｔ：金澤 圭祐 １５９（82・77）（広島大附属中１年）／谷本 蓮 １５９（80・79）（江田島中３年） 

 
女子１２～１４歳の部 
第２位  ：椿原 海里 １５４（76・78）（鈴峯女子中３年）  
第３位  ：田辺ひかり １５５（77・78）（駅家南中２年） 
第５位Ｔ：梶山万里奈 １５９（81・78）（武田中２年） 

第８位 ：石川 紗妃 １６２（84・78）（福山城南中３年） 

第９位Ｔ：小西 瑞穂 １６３（82・81）（長江中１年） 

 

（主催：中国ゴルフ連盟） 

 ＜平成２３年７月２８日（木） 於：広島カンツリー倶楽部 八本松コース＞ 
 

     男子の部      女子の部 
第２位 ：関藤 侑嗣 ７３（駅家東小６年）         第５位 ：石川 怜奈 ８２（多治米小６年） 
第３位Ｔ：三田 真弘 ７４（津島小４年） 

第５位Ｔ：吉田 好輝 ７６（中筋小６年） 

第７位 ：定藤 玄輝 ７７（伊勢丘小６年） 
 

 

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

＜平成２３年８月４日（木）・５日（金） 於：三重県・COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース 男子：キングコース〉 
 

高校男子団体の部  ＜３９校出場 ＞ 

第20位：広島国際学院高等学校（長谷川祥平・久志岡 亮・村山 駿・石中 風太） 
 

 

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

＜平成２３年８月７日（日）・８日（月） 於：三重県・COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース＞ 
                               （男子：キングコース 女子：クイーンコース）       

 高校男子個人の部                             

優 勝  ：小西 健太 １３７（66・71）（瀬戸内高２年）  
第６位Ｔ ：村山  駿 １４０（68・72）（広島国際学院高３年） 

第22位Ｔ ：長谷川祥平 １４４（73・71）（広島国際学院高３年） 
 

高校女子個人の部 

第14位Ｔ：境原 茉紀 １４７（77・70）（広島国際学院高１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２３年８月４日（木）・５日（金） 於：三重県・COCOPA RESORT CLUB 三重白山ゴルフコース＞ 
 

中学女子団体の部 ＜１３校出場 ＞ 

第３位：鈴峯女子中学校（椿原 海里・中田 樹乃・岡田 唯花）                    （裏面へ続きます。) 

広島県ゴルフ協会 平成２３年度第１回記録会 

２０１１年度（平成２３年）第５回中国小学生ゴルフ大会 

平成２３年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第３２回 団体の部 

平成２３年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第５５回 個人の部 

平成２３年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 第４回 女子団体の部 

 

http://www.hgfa.jp/


 

  （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２３年８月７日（日）・８日（月） 於：三重県・COCOPA RESORT CLUB 三重白山ゴルフコース＞ 

 

中学男子個人の部  
第18位Ｔ：関藤 直熙 １４８（70・78）（駅家中２年） 

第24位Ｔ：金谷 拓実 １５０（77・73）（昭和北中１年） 
  

中学女子個人の部  
第16位Ｔ：椿原 海里 １４７（72・75）（鈴峯女子中３年）／田辺ひかり １４７（72・75）（駅家南中２年） 

 

（主催：財団法人 日本ゴルフ協会） 

 ＜平成２３年８月１６日（火） 於：千葉県・我孫子ゴルフ倶楽部＞ 
                 

     男子の部       
第８位Ｔ ：関藤 侑嗣 ７３（駅家東小６年） 

第12位Ｔ ：三田 真弘 ７４（津島小４年） 
                       

 

（主催：財団法人 日本ゴルフ協会） 
 

 ＜平成２３年８月１７日（水）～１９日（金）  於：霞ヶ関カンツリー倶楽部 男子の部：東コース 女子の部：西コース＞ 
      （※天候ならびにコースコンディション不良の為、第 3 ラウンド中止） 
 

  男子１５～１７歳の部  
第14位Ｔ：村山  駿 １４２（73・69・－）（広島国際学院高３年）  
第37位Ｔ：小西 健太 １４７（74・73・－）（瀬戸内高２年）／長谷川祥平 １４７（70・77・－）（広島国際学院高３年）        
第60位Ｔ：久志岡 亮 １５０（76・74・－）（広島国際学院高３年）  

 男子１２～１４歳の部  
第10位Ｔ：金谷 拓実 １４９（78・71・－）（昭和北中１年） 

第16位Ｔ：関藤 直熙 １５１（77・74・－）（駅家中２年）    
 女子１５～１７歳の部  

第36位Ｔ：境原 茉紀 １５０（73・77・－）（広島国際学院高１年） 
 

 女子１２～１４歳の部  
 第29位Ｔ：椿原 海里 １５２（74・78・－）（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２３年８月２３日（火）・２４日（水）  於：グリーンバーズゴルフ倶楽部＞ 
 

高校男子の部                   高校女子の部  
優  勝：村山  駿 １３６（67・69）（広島国際学院高３年）      優  勝：高山佳小里 １４３（72・71）（瀬戸内高３年）    
第２位：久志岡 亮 １４２（70・72）（広島国際学院高３年）         第２位：大山花奈美 １４５（71・74）（広陵高２年）   
第３位：上峠 一樹 １４３（70・73）（瀬戸内高２年）           第３位：境原 茉紀 １４９（74・75）（広島国際学院高１年）  

中学男子の部                                     中学女子の部    
優  勝：関藤 直熙 １３５（67・68）（駅家中２年）           優  勝：田辺ひかり １４６（74・72）（駅家南中２年） 

第２位：金谷 拓実 １４８（76・72）（昭和北中１年）             第２位：岡田 唯花 １４９（76・73）（鈴峯女子中２年） 

第３位：中村 友貴 １５３（75・78）（東原中３年）                   第３位：小西 瑞穂 １５４（75・79）（長江中１年） 

 
（主催：谷原秀人プロ・松永カントリークラブ） 

  ＜平成２３年８月１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 
第３位：三田 真弘 ７２（津島小４年）               第３位：石川 怜奈 ７６（多治米小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）         
第３位：唐下 明徒 ３６（府中小３年）           優 勝：栗原  幸 ３８（熊野第一小２年）      

                            第３位：安部明日香 ４１（八次小３年） 
     

（主催：社団法人 広島ゴルフ倶楽部） 

  ＜小学生大会 平成２３年８月２２日（月） 於：社団法人広島ゴルフ倶楽部 鈴ヶ峰ゴルフ場＞ 
   

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：金岡 奎吾 ７６（深川小６年）              優 勝：栗原  愛 ７７（熊野第一小４年）  

 第２位：岡田 舜平 ８０（山手小４年）           第２位：神田ひなた ８５（府中小５年） 

第３位：吉田 好輝 ８１（中筋小６年）             第３位：三満 紀果 ９１（春日野小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：栗原  幸 ３９（熊野第一小２年）    
第３位：安部明日香 ４３（八次小３年） 

     ( ※8月17日(水)開催の中学生大会は、悪天候の為、競技途中で中止となりました。)  

 
 
   
ジュニア会員のみなさん 
ラウンド中、スロープレーにならないように心がけていますか？スロープレーとは必要以上に時間をかけてプレーすることです。 
ゴルフ規則６-７にスロープレーに対する規定があります。みんなは読んだことがあるかな？ 
広島県プロゴルフ協会ジュニア育成副委員長 佐藤健一先生より、スロープレー防止についてアドバイスをいただきました。 
スロープレーにならないためには、何をすればいいのか、どんな工夫をしていけばいいのか、考えていきましょう。 

   

                   ≪スロープレー防止について≫  （広島県プロゴルフ協会ジュニア育成副委員長 佐藤健一）  
「もうイヤ！２度と一緒に回りたくない。」という気持ちを起こさせるのがスロープレーです。本人はスロープレーの自覚が 
ありません。競技のルールで「タイムパー」というのがあります。この「タイムパー」というのは、スロープレーに対して厳しく 
するというのが目的です。公式競技では、プレー終了まで各ホールの難易度、距離などを加味し、タイムパー「各ホール 
のプレーにかかる時間」が書き込まれた表を設定します。プレーヤーがいつも待つことなく、公平に自分のリズムでプレー 
できるよう工夫したものです。 
ＪＧＡ主催競技では、スタート前にタイムパーの紙を配布し、プロツアーでは、最初にショットするプレーヤーは５０秒以内、 
それ以外のプレーヤーは４０秒以内と１打にかかる時間が決められています。これらを超えると「バッドタイム」となって次 
のような罰則が与えられます。 
 （バッドタイム１回目・・・警告  バッドタイム２回目・・・１打罰  バッドタイム３回目・・・２打罰  バッドタイム４回目・・・競技失格） 
 
そこで、スロープレーにならないよう普段のラウンドから気を付けよう！！ 
スロープレーに気を付けてラウンドすると、とっても良いことがあるよ！ 
 

「余裕のあるラウンドができるので、スコアが良くなる。」 
「ラウンド時間が短くなって、疲れないから、ゴルフが楽しくなる。」 
「同伴競技者、競技委員、ゴルフ関係者に好かれる。」 

 
でも、ちょっとまって。 
確かに「スロープレーはダメだから、急ごう、急ごう」というのはマナーの上では素晴らしいことです。 
でも、それで楽しいゴルフができるでしょうか？経験の少ないジュニアがラウンドを急がされて楽しいラウンドができるで 
しょうか・・・。 
その答えは、「コツをつかんでスロープレーの原因をなくす。」  必要以上に急がなくてもスムーズにラウンドができます。 
ゴルフに慣れているジュニアは、スロープレーを急がすのではなく、スロープレーを防ぐコツを教えてあげてくださいね。 

 
次に、ちょっと気を付けるだけでスロープレーを防止するポイントをあげてみました。やってみてね。(#^.^#)  
◆ボール探しの時間を減らす。 
①球の落下地点を見のがさない。ミスショットをしても、球の落下地点をきっちり見届けよう。 
ボール探しはその組全員でさがしましょう。 

②球の位置はぼんやりと覚えていないで、大きな木、ＯＢ杭などを目印にしていれば、球探しの時間が節約できるよ。  
◆カートに戻る時間を減らす。 
①球の地点まで行って、クラブ選択に迷った時、クラブを２，３本持っているとカートに戻る時間が節約できます。 
②ミスショットした時のために、アプローチ用のクラブも持って行こう。 
③ＯＢに備えて、予備のボールを２つは持っていようね。  

◆移動時間を短くしよう。 
①急ごうと無理に走って、息の荒い状態ではミスショットになります。ミスが重なるとスロープレーになります。 
コース取りを考えて早歩き程度が最適です。 

②グリーンを終わったら次のティーインググラウンドに向かって最短距離を歩きましょう。 
③キャディバック、カートなどは、次のティーインググラウンドに近い所に置きましょう。  

◆ショットにかかる時間を減らす。（自分の番になってから打つまで時間がかかるのもスロープレーの原因） 
①自分のルーティーンを作る。素振り、ワッグルは１、２回にする。 
②ティショットを打つ方向を考えよう。ティーインググラウンドから見て、ＯＢ杭の位置、池、バンカーなどを確認し、打 
ちこまないようにしましょう。また、１打目が入らなくても２打目が池、バンカー越えにならないようにちょっと気を付 
けよう。自分の打順が来るまでに、他の人が打っている間に考えよう。 

③セカンド地点など行くときは、旗と球を結んだ線に対して１０メートル位手前からその線上を歩きながら、距離、風、 
バンカーなど打ってはいけないところなど考えながら歩くと、打つまでの流れがスムーズになるよ。 

④フェアウェイからグリーンに上がるまでにグリーンの傾斜など大まかに見ておくと、グリーンに上がってからラインを 
読むときに参考になり、判断が早くなるよ。   

【参考：インターネットサイト スロープレーより一部内容抜粋し紹介。】                 
みんなも他に何があるか考えてみよう！！  

 

 

 

平成２３年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 第５５回 個人の部 

２０１１年度（第５回）全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 

２０１１年度（第１７回）日本ジュニアゴルフ選手権競技 

第１４回広島県高等学校ゴルフ選手権夏季大会・中学生大会 

第５回 谷原秀人ジュニアクラシック ゴルフの部 

第５回 鈴ヶ峰ジュニアカップゴルフ大会 
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