
 

  ＜広島県ゴルフ協会ジュニアゴルフ通信 Vol.８８＞ 

 

 
 

  

『２０１５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。練習の成果を発揮して、見事に 

     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。  
 
 
       

 ＜平成２７年７月２７日（月）  宮島志和カンツリー倶楽部 （６０名出場）＞ 
 
 １８ホール男子の部 １８ホール女子の部 
 優 勝：中村 元敬  ８２ （西条ヒルサイドゴルフ） 優 勝：由元 結菜  ９０ （ピーズリンクス） 
 第２位：杉川  颯  ８６ （カンナベゴルフセンター） 第２位：加藤 菜摘  ９３ （廿日市グリーンスポーツ） 
 第３位：成田 遊聡  ８８ （西条ヒルサイドゴルフ） 第３位：森笠 夢菜  ９９ （ピーズリンクス）  
  

広島県ゴルフ協会 平成２７年度競技会 

 ＜平成２７年８月２１日（金）  フォレストヒルズゴルフ＆リゾート （８３名出場）＞ 
   
 中学・高校男子の部 中学・高校女子の部 
 優 勝：唐下 明徒  ７３ （広電ゴルフ） 優 勝：川端  瞳  ７１ （カンナベゴルフセンター）  
 第２位：細川 淳矢  ７４ （沖浦ゴルフセンター） 第２位：安部明日香  ７２ （サンセゴルフガーデン）  
 第３位：笠原  瑛  ７６ （ＫＳＰゴルフガーデン） 第３位：益田 世梨  ７３ （高陽ゴルフセンター） 

 

 小学生の部 
 優 勝：吉田 朋樹  ７２ （高陽ゴルフセンター） 
 第２位：白井  瑛  ７４ （高陽ゴルフセンター）  

 第３位：安保 寿美  ７７ （玉の浦ゴルフ練習場） 
 

 
         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２７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２７日（月）宮島志和カンツリー倶楽部（６０名）、合同練習会西部地区：８月３日（月) 

   戸山カンツリークラブ（８９名）、合同練習会東部地区：８月１０日（月）三原カンツリークラブ（５０名）、競技会：８月２１日 

   （金）フォレストヒルズゴルフ＆リゾート（８３名）以上の 4大会を開催致しました。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、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２７年度第１期 体験受講生（３７名）へのアンケートより 一部抜粋 （保護者代筆あり）≫ 

      ☆ 練習場での打球練習（６回）の内容はどうでしたか？ 

      ・先生は私の立ち方から直して下さいます。とてもありがたいです。毎回同じようなところを直して 

       下さっているので、少しずつ直していきたいです。 

      ・身近にゴルフをしている子供が居ないので、お兄ちゃんやお姉ちゃんが打っている姿を見たり、 

       その中に混ざって、皆が見ている中で打ったりして、とてもいい経験が出来たと思うし、先生もた 

       くさんほめてくださり、子供もやる気倍増していました。 

      ☆ ゴルフ場体験（合同練習会）はどうでしたか？ 

      ・はじめてのコースは楽しかったです。バンカーはむずかしかったです。 

      ・同じくらいの年のメンバーと回れたことが楽しかった。先生やメンバーとお話ししながら食事できた 

       ことが良かった。コースは難しかったが、うまく打てたときはうれしかった。また参加したいです。 

      ・ゴルフ場に行く前はピンがもっと近くにあるものと思っていたらしく、実際は想像以上に遠かったの 

       で、びっくりしたようです。力を入れてスイングしたら遠くまで飛んだので、気持ち良かったとのこ 

       とでありました。 

 

      

２０１５年度（平成２７年）第２１回中国ジュニアゴルフ選手権競技１５歳～１７歳の部  

兼 平成２７年度全国高等学校ゴルフ選手権大会第５９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２７年７月２２日（水）・２３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３位Ｔ ：関藤 直熙 １４４（71・73）（広島国際高３年） 優 勝 ：田辺ひかり １４２（70・72）（広島国際高３年） 

 第３位Ｔ ：金谷 拓実 １４４（69・75）（広島国際高２年） 第３位Ｔ ：薮下 真衣 １４４（70・74）（広島国際高２年） 

 第５位Ｔ ：関藤 侑嗣 １４６（71・75）（広島国際高１年） 第11位Ｔ ：金岡 杏実 １４９（72・77）（広島国際高２年） 

 第７位 ：吉田 好輝 １４８（71・77）（広島国際高１年）  

 第９位Ｔ ：清川  亨 １５０（78・72）（広陵高３年）  

 第９位Ｔ ：富永 暁登 １５０（75・75）（広島国際高３年）  

 第９位Ｔ ：奥村 直哉 １５０（74・76）（如水館高３年）  

 第13位 ：久保 翔大 １５１（75・76）（瀬戸内高１年）  

 

２０１５年度（平成２７年）第２１回中国ジュニアゴルフ選手権競技１２歳～１４歳の部  

兼 平成２７年度全国中学校ゴルフ選手権大会第５９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２７年７月２９日（水）・３０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 

 第２位Ｔ ：大石 敦也 １３９（68・71）（井口台中２年） 優 勝 ：栗原  愛 １４２（68・74）（熊野東中２年） 

 第７位 ：笠原  瑛 １４５（73・72）（熊野東中２年） 第７位Ｔ ：益田 世梨 １５２（76・76）（口田中１年）  

 第８位Ｔ ：寺西 遼馬 １４６（75・71）（祇園東中１年） 第７位Ｔ ：神田ひなた １５２（75・77）（府中中３年）  
  

（主催：中国ゴルフ連盟） 

 ＜平成２７年７月３１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７位 ：白井  瑛   ８０ （口田小６年） 第３位 ：栗原  幸   ７４ （熊野第一小６年） 

 第８位Ｔ ：笠原 慶太   ８２ （熊野第四小６年） 第６位Ｔ ：安保 寿美   ８６ （久松台小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２７年８月４日（火）・５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：万年池西コース） 
  

 高校男子団体の部 ＜３５校出場＞ 

 優 勝：広島国際学院高等学校（関藤 直熙・金谷 拓実・吉田 好輝・富永 暁登・関藤 侑嗣） 
 

 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・藪下 真衣・金岡 杏実・小西 瑞穂・中田 樹乃） 
 

 

 （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２７年８月７日（金）・８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：万年池西コース） 
  

 高校男子個人の部 高校女子個人の部 

 第４位Ｔ ：金谷 拓実 １３９（72・67）（広島国際高２年） 第３位Ｔ：田辺ひかり １３９（70・69）（広島国際高３年） 

 第40位Ｔ：吉田 好輝 １４８（76・72）（広島国際高１年） 第22位Ｔ：藪下 真衣 １４４（72・72）（広島国際高２年） 

  第40位Ｔ：清川  亨 １４８（73・75）（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２７年８月７日（金）・８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21位Ｔ ：大石 敦也 １４９（75・74）（井口台中２年） 第４位：栗原  愛 １４３（70・73）（熊野東中２年） 

 第42位Ｔ：笠原  瑛 １５６（81・75）（熊野東中２年） 
 

 

広島県ゴルフ協会 平成２７年度第１回記録会 

２０１５年度（平成２７年）第９回中国小学生ゴルフ大会 

平成２７年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第３６回 団体の部 

平成２７年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第５９回 個人の部 

平成２７年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 第５９回 個人の部 



 

 

（主催：公益財団法人 日本ゴルフ協会） 
 

 ＜平成２７年８月１９日（水）～２１日（金）  埼玉県・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＞ 
 

 男子１５歳～１７歳の部 

 第８位Ｔ ：金谷 拓実  ２１２（70・73・69）（広島国際高２年）  

 第12位Ｔ ：関藤 侑嗣  ２１４（72・74・68）（広島国際高１年）  

 第19位Ｔ ：関藤 直熙  ２１５（71・71・73）（広島国際高３年）  
  

 女子１２歳～１４歳の部  

 第21位Ｔ ：栗原  愛  ２２９（76・77・76）（熊野東中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２７年８月２６日（水）  広島東映カントリークラブ＞ （天候不良の為、1 日競技に短縮） 
 

 高校男子の部 高校女子の部 

 優 勝：富永 暁登 ６８ （広島国際高３年） 優 勝：垣  優菜 ７０ （広島国際高１年）    

 第２位：坂本 柊人 ７２ （瀬戸内高１年） 第２位：小西 瑞穂 ７１ （広島国際高２年）   

 第３位：金岡 奎吾 ７２ （広島国際高１年） 第３位：金岡 杏実 ７４ （広島国際高２年） 

 

 中学男子の部 中学女子の部    

 優 勝：黒田 遼介 ７２ （古田中２年） 優 勝：神田ひなた ７２ （府中中３年） 

 第２位：原田 大空 ７４ （三原第三中１年） 第２位：川端  瞳 ７５ （鷹取中３年） 

 第３位：柳  優介 ７５ （府中第一中３年） 第３位：中村 佳音 ７６ （中央中２年） 

 

（主催：谷原秀人プロ・松永カントリークラブ） 

 ＜平成２７年８月６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 

 第５位：吉田 朋樹  ７５ （中筋小６年） 第３位：栗原  幸  ６９ （熊野第一小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２位：岡田 怜音  ８０ （春日野小３年） 優 勝：藤安 真凛  ７１ （千田小３年） 

  第２位：井ノ下愛華  ８１ （東西条小３年） 

 

（主催：一般社団法人 広島ゴルフ倶楽部） 

 ＜中学生大会 平成２７年８月１０日（月）  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 中学生女子の部 

 優 勝：寺西 遼馬  ７５ （祇園東中１年） 優 勝：神田ひなた  ７３ （府中中３年）  

 第２位：田中 愛士  ７７ （五日市中２年） 第２位：益田 世梨  ７９ （口田中１年） 

 第３位：原田 大空  ７９ （三原第三中１年） 第３位：川端  瞳  ８０ （鷹取中３年）  

 

 ＜小学生大会 平成２７年８月１７日（月）  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） 小学生高学年 女子の部（小４～小６）    

 優 勝：吉田 朋樹  ８３ （中筋小６年） 優 勝：加藤 菜摘  １００ （友和小５年） 

 第２位：中村 元敬  ８４ （三ツ城小６年） 第２位：岩田愛里沙  １０５ （天満小５年） 

 第３位：白井  瑛  ８６ （口田小６年） 第３位：谷本 花潤  １０５ （戸坂城山小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：藤安 真凛  ４４ （千田小３年） 

 第２位：岡田 怜音  ４９ （春日野小３年） 

 第３位：井ノ下愛華  ５１ （東西条小３年） 

 

 

 

     
  

  ＝ 2015年度（第 100回）日本アマチュアゴルフ選手権競技 優勝 金谷 拓実 選手 ＝ 
 
            広島国際学院高校２年の金谷拓実選手が、7月８日から兵庫県で開催された日本アマで、史上最 
      年少記録を更新しての初優勝を成し遂げ、日本タイトルを見事に獲得しました。 

       金谷選手は、５歳でジュニアゴルフスクールに入り、中学３年生からは、国体に広島県代表選手 
              として連続出場。2015年 JGAナショナルチームのメンバー、国内プロツアーにも推薦出場。 
              これからの活躍が大いに期待される金谷選手に、お話しを聞きました。 
          
                  

             金谷
か な や

 拓実
た く み

 （広島国際学院高等学校２年） 

                 身長…170㎝ 体重…60kg  

                ［飛距離］ 1W 270Y   3I 215Y   PW 135Y   ［得意なクラブ］パター 

                                  3W 240Y   5I 195Y 

                                   5W 230Y   7I 175Y 
   

  ◎ゴルフをはじめたきっかけ・年齢は？… 両親が練習場へ行くのに連れていってもらったので、5歳の時です。 
 

 ◎練習方法を教えてください。 

    小学生の頃… 週５回 練習場で300球。月2回 ラウンド。 
 

    中学生の頃… 週3・4回 練習場で300球。練習後にランニング約4㎞。 

           週2回 トレーニング。月2回 ラウンド。    
 

    高校生……… 週3・4回 練習場で約200球。練習前にランニング約3㎞。 

           週2回 トレーニング。週2回 ハーフラウンド。 
 

 ◎ゴルフをして良かったと思う点は？… ゴルフを通じて、人間的に成長できていると思います。 
 

 ◎試合のとき、大切にしているポイントがあれば教えてください。 

    試合までの期間でどれだけ準備できるかです。試合会場に入ってからの心の準備も大事にしています。 
 

 ◎今後の目標は？… 2020年に開催される東京オリンピックに出場することです。 
 

 ◎後輩のジュニアのみんなにメッセージをお願いします。 

    ゴルフが出来ることに感謝してください。 

    ゴルフができるのは、両親、練習場、ゴルフ場そして周囲の方々の理解があるからです。 

    その方々への感謝を忘れずに頑張って下さい。 
 
 
  ～日本アマ優勝のスピーチで、お母様への感謝の言葉を述べた金谷選手。金谷選手をいつも優しく見守って 
     こられたお母様に、ジュニア会員そして保護者の皆様へ素敵なメッセージをいただきました。～ 
   

  幼稚園の年少の時、広島県ゴルフ協会ジュニア会員に入会させていただきました。当時ジュニアがゴルフ場でラウ 

  ンドするのは難しく大変でしたが、協会の方々のご尽力のおかげで合同練習会や記録会、競技会を開催いただきゴ 

  ルフ場でのラウンドでゴルフの楽しさ、ルールマナーも学べてとても感謝しております。 

  ゴルフをさせる上で日頃から心がけていることは、ゴルフ場や練習場、大会の時に付いてくださるキャディさん、 

  スコアラーの方々への挨拶をしっかりすること、感謝の気持ちを忘れないということ、スコアが悪くても怒らない 

  ようにしてきました。その時は本人が一番悔しいので、言われなくても自分に足りないもの、今後どうすればいい 

  か自分で考えて練習すると思います。高校生になってからは特に自分で考えて練習するようになりました。最近は、 

  こんな練習をしているとか、今度はこんなことをしようと思うなど（私は聞く事しかできないのですが）色々話し 

 てくれます。“遠くまで遠征して大変でしょう”とよく言われますが、1人でゴルフ場に行くのは難しいので頑張 

 っている子供のために私ができることをしています。ゴルフを通じて全国にもたくさんの知り合いが出来て大会で 

 会うのが楽しみです。日本アマチュアゴルフ選手権での優勝後は、たくさんの方に“おめでとう”と声をかけてい 

 ただき、とても嬉しく有難かったです。今はまだ高校生なので、勉強もしっかりして、時間を有効に使いゴルフの 

 練習をして頑張って欲しいと思います。                      （金谷選手のお母様より） 

    

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会 

２０１５年度（第２１回）日本ジュニアゴルフ選手権競技 

第１８回 広島県高等学校ゴルフ選手権夏季大会・中学生大会 

第９回 谷原秀人ジュニアクラシック ゴルフの部 

第９回 鈴が峰ジュニアカップゴルフ大会 
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＜ジュニア研修会（H27.2）にて＞ 

おめでとう♡


