
 

  ＜広島県ゴルフ協会ジュニアゴルフ通信 Vol.８４＞ 

 

 
 

  

『２０１４年９月号 ～大会結果特集～』 

      夏休み期間中、ジュニア対象の大会が各地で開催されました。熱戦を繰り広げられた大会での 

         ジュニア会員上位成績者をご報告します。入賞されたみなさん、おめでとうございます。  
 
 
       

 ＜平成２６年７月２８日（月）  宮島志和カンツリー倶楽部 （９３名出場）＞ 
 
 １８ホール男子の部 ９ホールの部 
 優 勝：中越仁一郎  ７９ （ロイヤルゴルフガーデン） 優 勝：岡田 怜音  ５７ （ピーズリンクス） 
 第２位：河邉  匠  ８３ （ゴルフメイト高屋） 第２位：加藤 菜摘  ６１ （廿日市グリーンスポーツ） 
 第３位：久保 翔大  ８３ （高陽ゴルフセンター） 第３位：桧﨑 太輔  ７０ （道祖園ゴルフセンター）  

 

 １８ホール女子の部 
 優 勝：定山 友香  ８２ （西条ヒルサイドゴルフ） 
 第２位：益田 世梨  ８４ （高陽ゴルフセンター） 
 第３位：重常 来未  ８７ （ゴルフメイト高屋）  

 

広島県ゴルフ協会 平成２６年度競技会 

 ＜平成２６年８月１９日（火）  フォレストヒルズゴルフ＆リゾート （７７名出場）＞ 
   
 中学・高校男子の部 小学生の部 
 優 勝：久保 翔大  ７２ （高陽ゴルフセンター） 優 勝：原田 大空  ６７ （玉の浦ゴルフ練習場） 
 第２位：定藤 玄輝  ７３ （沖浦ゴルフセンター） 第２位：唐下 明徒  ６７ （広電ゴルフ）  

 第３位：大石 敦也  ７４ （ミスズゴルフ） 第３位：寺西 遼馬  ６７ （ピーズリンクス） 
 

 中学・高校女子の部  

 優 勝：中原 彩華  ７８ （西条ヒルサイドゴルフ）   

 第２位：佐伯 響子  ７８ （ゴルフメイト高屋）  

 第３位：神田ひなた  ７８ （カンナベゴルフセンター）  

 
         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 Ｇｏｏｄ Ｇｏｌｆ ９月号（ゴルフ＆生活情報誌 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２６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２８日（月）宮島志和カンツリー倶楽部（９３名）、合同練習会東部地区：８月８日（金) 

    尾道カントリークラブ（５５名）、競技会：８月１９日（火）フォレストヒルズゴルフ＆リゾート（７７名）にて開催しました。８月４日

（月）に予定していた合同練習会西部地区は悪天候の為中止となり、体験生のみを対象とした西部地区ゴルフ場体験

（１４名参加）を８月１９日（火）競技会開催会場のフォレストヒルズゴルフ＆リゾートで行いました。合同練習会を楽しみにさ

れていた西部地区ステップ生の皆さんは、中止となり大変残念でした。次回、春休みに開催する大会で元気にラウンドす

る皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。大会開催にあたり、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、本当に有難うございました。深く感謝申し上げます。  
 

      ≪平成２６年度第１期 体験受講生（４２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？ 

          ・ゴルフは、スナッグゴルフとはちがい、ルールやクラブがたくさん増えて、とても難しかったです。 

           新しいルールを覚えられてよかったです。 

          ・この６回の練習は、僕にとって、すごくいいけいけんになりました。飛きょりもでてきたので、ゴルフ 

           ボールを打つのがいままで以上に楽しくなりました。 

         ☆ ゴルフ場体験（合同練習会）はどうでしたか？ 

          ・みんなできそったりすると楽しいし、しゅう中力もあがると思いました。 

          ・初めてコースをまわったけど、自分が思ってたより、むずかしくて、コースは広いと感じました。 

          ・雨がふっていて大変だったけどすごく楽しかったです。この雨のおかげで、雨の中でのゴルフが体験で 

           きて、いい１日になったと思います。 

      

２０１４年度（平成２６年）第２０回中国ジュニアゴルフ選手権競技１５歳～１７歳の部  

兼 平成２６年度全国高等学校ゴルフ選手権大会第５８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２６年７月２３日（水）・２４日（木）  白竜湖カントリークラブ＞ 
 

 男子１５歳～１７歳の部 女子１５歳～１７歳の部 
 第２位Ｔ ：金谷 拓実 １３８（68・70）（広島国際高１年） 第３位Ｔ ：田辺ひかり １４３（72・71）（広島国際高２年） 

 第２位Ｔ ：富永 暁登 １３８（67・71）（広島国際高２年） 第３位Ｔ ：薮下 真衣 １４３（72・71）（広島国際高１年） 

 第４位Ｔ ：関藤 直熙 １３９（68・71）（広島国際高２年）  

 第６位Ｔ ：清川  亨 １４２（69・73）（広陵高２年）  

 第８位Ｔ ：中村 友貴 １４３（71・72）（広島国際高３年）  

 第12位 ：谷本  蓮 １４６（73・73）（広陵高３年）  
 

２０１４年度（平成２６年）第２０回中国ジュニアゴルフ選手権競技１２歳～１４歳の部  

兼 平成２６年度全国中学校ゴルフ選手権大会第５８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２６年７月３０日（水）・３１日（木）  広島カンツリー倶楽部 西条コース＞ 
 

 男子１２歳～１４歳の部 女子１２歳～１４歳の部 
 優 勝 ：吉田 好輝 １３８（69・69）（東原中３年） 優 勝 ：栗原  愛 １４３（68・75）（熊野東中１年） 

 第６位 ：金岡 奎吾 １４７（72・75）（高陽中３年） 第６位 ：石川 怜奈 １５４（80・74）（城南中３年）  

 第７位Ｔ ：定藤 玄輝 １４８（72・76）（鳳中３年）  
  

（主催：中国ゴルフ連盟） 

 ＜平成２６年８月１日（金）  広島カンツリー倶楽部 西条コース＞ 
 
 男子の部 女子の部 

 第３位 ：原田 大空   ７４ （田野浦小６年） 第２位 ：栗原  幸   ７４ （熊野第一小５年） 

 第６位Ｔ ：寺西 遼馬   ７９ （安田小６年） 第５位 ：安部明日香   ８１ （八次小６年） 

 第８位Ｔ ：吉田 朋樹   ８０ （中筋小５年） 第６位 ：定山 友香   ８５ （三ツ城小６年） 

 第10位 ：唐下 明徒   ８１ （府中小６年） 第８位 ：益田 世梨   ８９ （三田小６年） 

 第10位 ：竹重 歩南   ９４ （三ツ城小６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２６年８月５日（火）・６日（水）  山口県・宇部７２カントリークラブ＞（男子：万年池東コース 女子：阿知須コース） 
  

 高校男子団体の部 ＜３７校出場＞ 

 第15位：広島国際学院高等学校（中村 友貴・関藤 直熙・富永 暁登・金谷 拓実） 
 
 高校女子団体の部 ＜２８校出場＞ 

 第８位：広島国際学院高等学校（田辺ひかり・薮下 真衣・小西 瑞穂・金岡 杏実・金子すみれ） 
 

 

 （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２６年８月８日（金）・９日（土）  山口県・宇部７２カントリークラブ＞（男子：万年池東コース 女子：阿知須コース） 
  

 高校男子個人の部 高校女子個人の部 

 第２位 ：金谷 拓実 １３６（66・70）（広島国際高１年） 第４位Ｔ：薮下 真衣 １４１（72・69）（広島国際高１年） 

 第22位Ｔ：関藤 直熙 １４３（72・71）（広島国際高２年） 第32位Ｔ：田辺ひかり １４９（75・74）（広島国際高２年）  

 第35位Ｔ：中村 友貴 １４５（71・74）（広島国際高３年）   

 第44位Ｔ：谷本  蓮 １４６（74・72）（広陵高３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２６年８月８日（金）・９日（土）  山口県・宇部７２カントリークラブ 江畑池コース＞ 

 

 中学男子個人の部 中学女子個人の部 

 第25位Ｔ ：吉田 好輝 １５２（74・78）（東原中３年） 第22位Ｔ：栗原  愛 １５１（76・75）（熊野東中１年） 

 第40位Ｔ：金岡 奎吾 １５７（80・77）（高陽中３年） 

 

 

広島県ゴルフ協会 平成２６年度第１回記録会 

２０１４年度（平成２６年）第８回中国小学生ゴルフ大会 

平成２６年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第３５回 団体の部 

平成２６年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第５８回 個人の部 

平成２６年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 第５８回 個人の部 



 

（主催：公益財団法人 日本ゴルフ協会） 

 ＜平成２６年８月１５日（金）  千葉県・京葉カントリー倶楽部＞ 
 

 男子の部 女子の部 

 第43位Ｔ ：原田 大空  ８２ （田野浦小６年） 第11位Ｔ ：栗原  幸  ７６ （熊野第一小５年） 

 

 

（主催：公益財団法人 日本ゴルフ協会） 
 

 ＜平成２６年８月２０日（水）～２２日（金）  埼玉県・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歳～１７歳の部 

 第34位Ｔ ：金谷 拓実  ２１８（72・75・71）（広島国際高１年）  
  

 女子１５歳～１７歳の部  

 第12位Ｔ ：田辺ひかり  ２１６（70・71・75）（広島国際高２年） 

 第38位Ｔ ：薮下 真衣  ２２５（71・78・76）（広島国際高１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２６年８月２６日（火）・２７日（水）  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：金谷 拓実 １４１（74・67）（広島国際高１年） 優 勝：小西 瑞穂 １４５（74・71）（広島国際高１年）    

 第２位：関藤 直熙 １４１（72・69）（広島国際高２年） 第２位：田辺ひかり １４７（76・71）（広島国際高２年）   

 第３位：中村 友貴 １４５（72・73）（広島国際高３年） 第３位：薮下 真衣 １４９（77・72）（広島国際高１年） 

 
 中学男子の部 中学女子の部    

 優 勝：吉田 好輝 １４０（69・71）（東原中３年） 優 勝：神田ひなた １５８（76・82）（府中中２年） 

 第２位：関藤 侑嗣 １４２（70・72）（駅家中３年） 第２位：川端  瞳 １５９（78・81）（鷹取中２年） 

 第３位：定藤 玄輝 １４４（72・72）（鳳中３年） 第３位：佐々木瑛菜 １６２（81・81）（観音中２年） 

 

（主催：谷原秀人プロ・松永カントリークラブ） 

 ＜平成２６年８月２１日（木）  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：寺西 遼馬  ６９ （安田小６年） 第３位：栗原  幸  ７２ （熊野第一小５年） 

 第２位：唐下 明徒  ７０ （府中小６年） 第５位：定山 友香  ７６ （三ツ城小６年） 
 

 小学生１～３年生・男子の部 小学生１～３年生・女子の部 

 第５位：杉川  颯  ７５ （久松台小３年） 第３位：藤安 真凛  ９５ （千田小２年） 

 

（主催：一般社団法人 広島ゴルフ倶楽部） 

 ＜中学生大会 平成２６年８月１１日（月）  一般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３年） 優 勝：岡本 陽菜  ７９ （中央中１年）  

 第２位：大石 敦也  ８０ （井口台中１年） 第２位：川端  瞳  ８１ （鷹取中２年） 

 第３位：黒田 遼介  ８９ （古田中１年） 第３位：神田ひなた  ８２ （府中中２年）  
 

 ＜小学生大会 平成２６年８月１８日（月）  一般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） 小学生高学年 女子の部（小４～小６）    

 優 勝：唐下 明徒  ７９ （府中小６年） 優 勝：安部明日香  ８０ （八次小６年） 

 第２位：原田 大空  ８０ （田野浦小６年） 第２位：益田 世梨  ８５ （三田小６年） 

 第３位：寺西 遼馬  ８０ （安田小６年） 第３位：定山 友香  ８７ （三ツ城小６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：岡田 怜音  ５０ （春日野小２年） 

 第２位：北川 昴政  ５２ （伴南小３年） 

 第３位：藤安 真凛  ５８ （千田小２年） 

 

 
         

 今年の夏に開催された大会で２冠に輝いた吉田好輝選手を紹介します。     

 小学１年の時に、お父さんと一緒に練習場に行ったのがゴルフを始めるきっかけとなり、小学３年の時に、 

 高陽ゴルフセンターのジュニアスクールに入り、小学５年で記録会18ホールの部優勝、小学６年で競技会 

 小学生の部優勝とジュニアスクールの大会でも優秀な成績を収めてきました。 

 着実に実力をつけ、躍進中の吉田選手に、お話を聞きました。 
                                

               吉田
よ し だ

 好輝
こ う き

 （所属練習場：高陽ゴルフセンター） 

               広島市立東原中学校３年 

               身長…165㎝   
                
                              ［飛距離］   1W 260Y     3I 210Y     PW 135Y 
                                         3W 240Y     5I 190Y 
                                         5W 230Y     7I 170Y 
                               

《夏季大会成績》 

       2014年度（平成26年）第20回中国ジュニアゴルフ選手権競技【男子12～14歳の部】 
      開催日：2014年７月30～31日 会場：広島カンツリー倶楽部 西条コース（6,662Yards Par72）   

       優勝 ﾄｰﾀﾙｽｺｱ 138／ 1R 69（34・35）／ 2R 69（34・35） 
 
      第17回 広島県高等学校ゴルフ選手権夏季大会・中学生大会         
      開催日：2014年８月26～27日 会場：広島東映カントリークラブ（6,416Yards Par72） 
       優勝 ﾄｰﾀﾙｽｺｱ 140／ 1R 69（37・32）／ 2R 71（35・36） 
    

 
 
 小学校１年の時、お父さんが練習場へ連れて行ってくれました。その時にゴルフを初めて知りました。 

 面白かったので小学３年の時に高陽ゴルフセンターで開催されていた「高陽ジュニアスクール」に入りまし 

 た。2011年8月、５年生の時に松永ＣＣで開催された谷原秀人ジュニアクラシックの小学４年生～６年生部 

 門でスコア73が出て４位に入り、全国大会へ出場した事と中国小学生ゴルフ春季大会で３位に入り、全国小 

 学生ゴルフ春季大会へ出場した事で、この頃から30台が連続して出始めて、少しいけるかなと自信を持ち始 

 めました。今、僕が実践し、自分に言い聞かせている事は、「いい時も悪い時も自分のスタイルを変えずに 

 練習する事」そして「すべてに感謝してプレーをすること」もう１つ「悪い時よりいい時を見直せ」この３つ 

 を練習の時も試合の時もいつも頭においてプレーしています。 
 
  ・練習時間は？… 毎日 ２時間 ２００球 

          週末の土日は、高陽ゴルフセンターの先生の指導のもと一緒に練習しているスクール 

          生と共に、ゴルフ場のご厚意で、最終組スタート後にラウンドをしています。 

  ・練習の時、気をつけていることがあれば教えてください。… １球、１球大切に打つことです。 

  ・得意なクラブは？… ドライバー 

 ・ベストスコアは？… ６９ 

 ・目標は？… ２０２０年東京オリンピックに出場する事です。 

 

       
 

日本アマチュアゴルフ界を席巻しているジュニアゴルファー。2016年のオリンピックからゴルフが正式競技と 

なり、6年後の東京オリンピックに向けて、さらに大きな期待が寄せられています。みなさんも、活躍する先輩 

方を目標に、日々練習に励んでいることと思います。競技として、良いスコアを安定してだすことは大事なこ 

とですが、審判員のいないスポーツとして、ひとりひとりが、フェアプレーの精神を持ち、ルールとエチケット 

を守ってプレーすることはとても大切なことです。どのように競い合っているときでも、いつも誠実にルールを 

守り、礼儀正しく対応できるように心がけてください。そして、ゴルフができる環境に感謝してください。 

保護者のみなさまには、練習場やゴルフ場への送迎や付添などご尽力されていると存じます。ショットやスコ 

アの良し悪しに一喜一憂するのではなく、ゴルフをする楽しさを失わないよう、ゴルフを通じて、誠実に礼儀 

  正しい大人へと成長出来るよう、お子様を暖かく見守っていっていただきたいと存じます。 

  

２０１４年度（第８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 

２０１４年度（第２０回）日本ジュニアゴルフ選手権競技 

第１７回 広島県高等学校ゴルフ選手権夏季大会・中学生大会 

第８回 谷原秀人ジュニアクラシック ゴルフの部 

第８回 鈴ヶ峰ジュニアカップゴルフ大会 

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 

TEL ０８２（２８４）８０２６ ／ メールアドレス info@hgfa.jp ／ ホームページ http://green-egg.jp 

おめでとう♡ 
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