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  ＜広島県ゴルフ協会ジュニアゴルフ通信 Vol.７６＞ 

 

 
 

  
 

『２０１２年９月号～大会結果特集～』    

夏休み期間中、ジュニア選手達が日頃の練習の成果を発揮し、熱戦を繰り広げた大会が各地で開催されました。 

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２４年７月２３日（月）  於：宮島志和カンツリー倶楽部 （１０９名出場）＞    
 

１８ホール 男子の部             ９ホールの部 
優 勝：大石 敦也 ７３（ミスズゴルフ）              優 勝：池田 大地 ５５（ラブ・ゴルフクラブ）   
第２位：真田 龍頼 ７３（広電ゴルフ）               第２位：佐伯 勇太 ５５（ゴルフメイト高屋）   

第３位：岡田 舜平 ７８（鈴池ゴルフセンター）         第３位：安部  遥 ５５（サンセゴルフガーデン）  
 

１８ホール 女子の部                
優 勝：山門 莉子 ７８（西野ゴルフ）            
第２位：香川ちよみ ８０（ピーズリンクス）               

第３位：栗原  幸 ８１（道祖園ゴルフセンター）     
 

広島県ゴルフ協会 平成２４年度競技会 

＜平成２４年８月１７日（金）  於：広島カンツリー倶楽部 西条コース （１０１名出場）＞ 
   
    高校生男子の部                 中学生男子の部 

優 勝：中村 友貴 ７５（広島国際学院高等学校）    優 勝：清川  亨 ６８（舟入ゴルフガーデン） 

第２位：谷本  蓮 ７５（広陵高等学校）        第２位：吉田  好輝 ７３（高陽ゴルフセンター）  

第３位：門田健太郎 ７８（広島国際学院高等学校）    第３位：金澤 圭祐 ７３（ミスズゴルフ） 
 

中学・高校女子の部              小学生の部  
優 勝：岡田 唯花 ７１（広電ゴルフ）                   優 勝：栗原  愛 ７２（道祖園ゴルフセンター）   

第２位：金岡 杏実 ７１（ラブ・ゴルフクラブ）              第２位：大石 敦也 ７４（ミスズゴルフ） 

         第３位：薮下 真衣 ７１（安浦シーサイドゴルフ）           第３位：岡田 大樹 ７７（ゴルフメイト高屋） 

 
         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２４年度第１期ジュニアゴルフスクール（夏季大会）～ 

   今期は、第１回記録会：７月２３日（月）宮島志和カンツリー倶楽部（１０９名）、合同練習会東部地区：７月３１日（火) 

   尾道カントリークラブ（９２名）、合同練習会西部地区：８月９日（木）戸山カンツリークラブ（１０１名）、競技会：８月１７日 

   （金）広島カンツリー倶楽部西条コース（１０１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、春季大会で成長したジュニアのみなさんにお会いできるのを楽しみにしております。 

 
≪H24年度第１期体験受講生（５７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）の内容はどうでしたか？ 

     ・まっすぐとばすのは、むずかしい。 

 ・基本からわかりやすく教えていただいたのでよかった。 

 ・先生がやさしくしどうしてくださったので、安心しました。 

  しどう前よりボールを遠くに飛ばせるようになりました。     

    ☆ ゴルフ場体験（合同練習会）はどうでしたか？ 

     ・みんなとまわれてたのしかったです。 

     ・初めてだから不安だったけど、ホールを回ったら、じしんがつきました。 

     ・同じ五年生のみんなと回れて、とても楽しかったです。先生もついてくださったので安心しました。 

 ・初めてグリーンに出て、きん張していたけどコツを教えてもらって、気持ちよくまわれたのでよかったです。 

 ・とても楽しかったです。練習したホール数が少なかったので、少し物足りませんでした。 

     ・今まで練習してきた結果がでたと思います。それに、尾道カントリーで自分の実力がでたと思います。 

     

 

２０１２年度（平成２４年）第１８回中国ジュニアゴルフ選手権競技１５～１７歳の部  

兼 平成２４年度全国高等学校ゴルフ選手権大会第５６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２４年７月１９日（木）・２０日（金） 於：白竜湖カントリークラブ＞ 
 
男子１５～１７歳の部 
優 勝 ：小西 健太 １４１（71・70）（瀬戸内高３年）  

第３位Ｔ：山根 大輝 １４３（71・72）（瀬戸内高２年） 

 第９位Ｔ：梶梅 勇生 １４９（75・74）（広島国際学院高１年）／奥山 良生 １４９（74・75）（広島国際学院高３年） 
 
女子１５～１７歳の部 
優 勝 ：境原 茉紀 １４２（69・73）（広島国際学院高２年） 

第７位Ｔ：江原 詩織 １５０（69・81）（広島国際学院高２年） 

 

２０１２年度（平成２４年）第１８回中国ジュニアゴルフ選手権競技１２～１４歳の部  

兼 平成２４年度全国中学校ゴルフ選手権大会第５６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２４年７月２５日（水）・２６日（木） 於：広島カンツリー倶楽部 西条コース＞ 
 
男子１２～１４歳の部 
第２位Ｔ：金谷 拓実 １４０（71・69）（昭和北中２年）／関藤 直熙 １４０（71・69）（駅家中３年）  
第８位 ：関藤 侑嗣 １５１（75・76）（駅家中１年） 
第９位Ｔ：金澤 圭祐 １５２（77・75）（広島大附属中２年） 
 
女子１２～１４歳の部 
第３位  ：梶山万里奈 １４７（74・73）（武田中３年）  
第４位Ｔ：岡田 唯花 １４８（74・74）（鈴峯女子中３年）／田辺ひかり １４８（74・74）（駅家南中３年） 
第７位Ｔ：小西 瑞穂 １５３（72・81）（長江中２年） 

      第10位Ｔ：薮下 真衣 １５６（83・73）（大柿中２年） 

 

（主催：中国ゴルフ連盟） 

 ＜平成２４年７月２６日（木） 於：広島カンツリー倶楽部 西条コース＞ 
 

     男子の部     女子の部 
第２位 ：大石 敦也 ７２（井口台小５年）        優  勝  ：栗原  愛 ７１（熊野第一小５年） 
第３位Ｔ：柳  優介 ７３（南小６年）               第６位  ：栗原  幸 ８６（熊野第一小３年）  

第５位Ｔ：唐下 明徒 ７６（府中小４年）              第７位  ：三満 紀果 ８８（春日野小６年） 

第７位Ｔ：笠原  瑛 ７９（熊野第四小５年）           第８位Ｔ：神田ひなた ８９（府中小６年）  

第10位Ｔ：岡田 舜平 ８１（山手小５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２４年８月７日（火）・８日（水） 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）                                            

   高校男子団体の部 ＜３９校出場＞ 

第８位：広島県瀬戸内高等学校（小西 健太・上峠 一樹・山根 大輝・正路 尚希・田中 大心） 

   高校女子団体の部  ＜２７校出場＞ 

第20位：広島国際学院高等学校（境原 茉紀・金子すみれ・熊本 莉那・二木梨香子） 

 

 

   （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２４年８月１０日（金）・１１日（土） 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）＞ 
                                                    

 高校男子個人の部 (最終日は雷雨の為中止。1日目の結果で順位決定。)                            

第７位Ｔ：小西 健太 ７０（瀬戸内高３年）  

 

 

 

 

                                                                   

 

                

広島県ゴルフ協会 平成２４年度第１回記録会 

２０１２年度（平成２４年）第６回中国小学生ゴルフ大会 

平成２４年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第３３回 団体の部 

平成２４年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第５６回 個人の部 

 

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２４年８月１０日（金）・１１日（土） 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 (最終日は雷雨の為中止。1日目の結果で順位決定。)  
第30位Ｔ：関藤 直熙 ７４（駅家中３年）      第34位Ｔ：金谷 拓実 ７５（昭和北中２年） 
  

       中学女子個人の部 (最終日は雷雨の為中止。1日目の結果で順位決定。)   
第28位Ｔ：田辺ひかり ７５（駅家南中３年）    第42位Ｔ：梶山万里奈 ７６（武田中３年） 

 

（主催：公益財団法人 日本ゴルフ協会） 

 ＜平成２４年８月１４日（火） 於：愛知県・東名古屋カントリークラブ 東コース＞ 
                 

       男子の部  女子の部     
第41位Ｔ ：大石 敦也 ８３（井口台小５年）          第６位Ｔ ：栗原  愛 ７５（熊野第一小５年）     

                       

 

（主催：公益財団法人 日本ゴルフ協会） 
 

 ＜平成２４年８月１５日（水）～１７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 ２０４（70・70・64）（瀬戸内高３年）  

 男子１２～１４歳の部  
第２位Ｔ：関藤 直熙 ２１４（73・69・72）（駅家中３年） 
第５位 ：金谷 拓実 ２１８（72・74・72）（昭和北中２年）  

 女子１５～１７歳の部  
   第34位Ｔ：境原 茉紀 ２２４（73・75・76）（広島国際学院高２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２４年８月２１日（火）・２２日（水）  於：広島東映カントリークラブ＞ 
 

高校男子の部                   高校女子の部  
優  勝：田中 大心 １４８（72・76）（瀬戸内高２年）           優  勝：境原 茉紀 １４７（72・75）（広島国際学院高２年）    
第２位：上峠 一樹 １４９（72・77）（瀬戸内高３年）           第２位：金子すみれ １５２（78・74）（広島国際学院高１年）   
第３位：山根 大輝 １５１（75・76）（瀬戸内高２年）           第３位：大山花奈美 １５４（74・80）（広陵高３年）  

       中学男子の部                                    中学女子の部    
優  勝：関藤 直熙 １３８（70・68）（駅家中３年）                優  勝：田辺ひかり １４９（79・70）（駅家南中３年） 

第２位：清川  亨 １４２（71・71）（祇園東中３年）              第２位：岡田 唯花 １４９（70・79）（鈴峯女子中３年） 

第３位：金谷 拓実 １４７（70・77）（昭和北中２年）              第３位：小西 瑞穂 １５０（75・75）（長江中２年） 

 

（主催：谷原秀人プロ・松永カントリークラブ） 

  ＜平成２４年７月３０日（月） 於：松永カントリークラブ＞ 
 

 小学生４～６年生・女子の部         小学生１～３年生・女子の部（9H） 
第２位：栗原  愛 ７１（熊野第一小５年）            優 勝：栗原  幸 ３１（熊野第一小３年） 

         
     

（主催：社団法人 広島ゴルフ倶楽部） 

   ＜中学生大会 平成２４年８月１３日（月） 於：社団法人広島ゴルフ倶楽部 鈴ヶ峰コース＞ 
 

 中学生男子の部               中学生女子の部 
    優 勝：吉田 好輝 ７６（東原中１年）               優 勝：薮下 真衣 ７７（大柿中２年）  

 第２位：金澤 圭祐 ７７（広大附中２年）           第２位：竹内 芹花 ８２（二葉中３年） 

  第３位：清川  亨 ７７（祇園東中３年）                第３位：金岡 杏実 ８４（高陽中２年）  
 

   ＜小学生大会 平成２４年８月２０日（月） 於：社団法人広島ゴルフ倶楽部 鈴ヶ峰コース＞  
                   

 小学生高学年 男子の部（小４～小６）            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）   
第２位：笠原  瑛 ７８（熊野第四小５年）              第２位：栗原  幸 ３６（熊野第一小３年）  

             

 小学生高学年 女子の部（小４～小６） 
優 勝：栗原  愛 ７１（熊野第一小５年）  

第２位：佐々木瑛菜 ８４（南観音小６年） 

  第３位：村田 史佳 ８５（三ツ城小６年）  
  

  
 

   ～ジュニア会員のみなさん～ 
  会員の皆さんの多くは、体験メニューから受講し、レベルアップをして、選手権大会へと出場していき 
  ます。ジュニアの大会では、キャディさんは付かず、自分でゴルフバックを担いでのセルフプレー競技 
 となります。バンカーやピンまでの距離・風の向き・グリーン上のラインなどの目測、クラブ選択・ 
 ルール上の判定などのジャッジメント、プレー進行の調整、またボールの行方の確認やプレー跡の後始 
 末、危険防止などすべてを自らの力で責任を持ってやらなければいけません。 
 今回は、競技者としてセルフプレーについて考えてみましょう。  
   

≪セルフプレーで心がけること≫ 
  ゴルフ規則（ルールブック）・目土袋とスコップ・グリーンフォークを忘れずに持参しよう。  
  ゴルフ規則を読んだことがありますか？ ゴルフ規則の第１章は、｢エチケット｣から始まります。 
  エチケットの基本は、｢コース上にいる他の人に対しても常に心をくばるべき｣ということ。  
 ◎コース上での心得・・・プレーヤーは常に安全の確認をする。 
 ◎他のプレーヤーに対する心くばり・・コース上では、他のプレーヤーの邪魔になることはしない。 
 ◎プレーのペース・・・前を空けずに適切なペースでプレー。スロープレーは同伴競技者のみならず、 
            後続の組でプレーするすべてのプレーヤーに迷惑をかける重大なエチケット 
            違反となる。 
 ◎コースの保護・・・・全てのプレーヤーが公平にプレーできるように、コースを傷つけたり、汚し 
            たりしないように常に注意する。     
  セルフプレーのラウンドは、エチケット・マナー、そしてルールを守るという自覚、自己責任が 
  とても必要です。場所ごとに主な点をまとめました。いつも心がけてラウンドに挑みましょう。  
 ◆ティーインググラウンド 

 ・ボールの予備は常に２個以上をすぐに取り出せるように用意しておこう。 

 ・素振りをするときは周りに誰もいないことを確認しよう。 

 ・前の組の位置を確認してからショットをしよう。打ち込んだらとても危険！！ 

 ・他の人の打った球の行方をよく見ておいてあげよう。ボールを探すときは、みんなで探してあげよう。 

 ・隣のホールなどへ球が飛んで行ったときは、すぐに大きな声で｢フォアー｣と知らせよう。   
 ◆フェアウェイ 

 ・切り取ったディボット（芝）は、元に戻して周りに目土をしよう。芝のかたまりが戻せないときでも 

  窪みに目土をして平らにしておこう。後続のプレーヤーに迷惑がかからないし、芝も元気になるよ。 

 ・バンカーは、低いほうから入り、低いほうから出よう。近くても高いところから入ってはいけない。 

  高い側の急斜面は、砂が崩れやすく、芝生も傷むよ。 

 ・バンカー内に出来た足跡や窪みは、レーキで丁寧に直そう。 

  入ったところから出ると、足跡が一列になり、均す範囲が最小限ですむよ。 

 ・プレー順は、グリーンより一番遠い人から打つのが基本。他のプレーヤーの妨げにならないか、 

  ボールが当たらないか、周りの人の動きをよく見よう。   
 ◆グリーン 

 ・自分の打球の跡に出来たボールマーク（小さな窪み）は、グリーンフォークで丁寧に直しておこう。 

  他の人が作った窪みも目に付いたら、直しておこう。 

 ・自分のボールと他の人のボールの位置関係を確認しよう。人のラインを踏まないように気をつけよう。 

 ・球をマークするマーカーは２・３個以上すぐ取り出せるようにポケットなどに用意し、他の人の邪魔 

  にならないように自分のボールはすぐマークしてボールを拾い上げておこう。 

 ・カップの近くにボールをオンさせた人が旗竿を抜いてあげよう。パットした球が旗竿に当たると２打 

  罰がつくので、グリーン外に置くようにしよう。 

 ・カップのふちは崩れやすいので、旗竿の抜き差しや球を取り出すときは、ふちを傷めないように気を 

  つけよう。カップの近くは、転がりが弱まったボールの行方を左右するし、カップの大きさが変わっ 

  たらプレーが不平等になるよ。 

 ・最初にホールアウトした人が、旗竿をホールに戻すようにしよう。 

 ・同伴競技者が全員ホールアウトするまで見守ってあげよう。それまで、次のティーインググラウンド 

  に歩き始めたりしてはいけないよ。 

 ・全員がホールアウトした後は、速やかにグリーンを空けよう。 

 ・バンカーショットやアプローチ、ホールアウト後にクラブの置き忘れがないか確認しよう。  
   ～ゴルファーの 1 人ひとりが、心がけてラウンドすることがとても大切なことです～ 
 

 

 

平成２４年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 第５６回 個人の部 

２０１２年度（第６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 

２０１２年度（第１８回）日本ジュニアゴルフ選手権競技 

第１５回広島県高等学校ゴルフ選手権夏季大会・中学生大会 

第６回 谷原秀人ジュニアクラシック ゴルフの部 

第６回 鈴ヶ峰ジュニアカップゴルフ大会 
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