
 

  ＜広島県ゴルフ協会ジュニアゴルフ通信 Vol.92＞ 

 

 
 

  

『２０１６年９月号 ～大会結果特集～』 

      夏休み期間中、ジュニアゴルファーたちの暑い！熱い！戦いが各地で繰り広げられました。 

     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２８年７月２５日（月）  宮島志和カンツリー倶楽部 （７５名出場）＞ 

 【18ホール 男子の部】 【18ホール 女子の部】 【９ホールの部】 

 優 勝：佐藤 慶季 ８５（広電ゴルフ） 優 勝：原田愛美莉 ８４（玉の浦） 優 勝：濱本 康平 ５３（ウッディ）

 第２位：山根 佑太 ８６（カンナベ） 第２位：谷本 花潤 ８７（高陽）  第２位：池田 雅人 ６０（ラブゴルフ） 

 第３位：石田瑠樹也 ９１（玉の浦） 第３位：岩田愛里沙 ９０（舟入） 第３位：茅野 恭平 ６０（ウッディ）  

 
 
 
 
 
 

広島県ゴルフ協会 平成２８年度競技会 

 ＜平成２８年８月１９日（金）  フォレストヒルズゴルフ＆リゾート （７８名出場）＞ 
   

 【中学・高校男子の部】（6,482Yards） 【中学・高校女子の部】（5,715Yards）  

 優 勝：田中 愛士 ６８（ロイヤル） 優 勝：益田 世梨 ７１（高陽） 

 第２位：唐下 明徒 ７１（広電ゴルフ） 第２位：唐木田梨乃 ７１（カンナベ） 

 第３位：岡田 大樹 ７２（高屋） 第３位：安那 亜沙 ７３（カンナベ） 
 

 【小学生男子の部】（5,060Yards） 【小学生女子の部】（5,060Yards）  

 優 勝：細川 達矢 ７４（沖浦） 優 勝：川端 悠衣 ７６（広電ゴルフ） 

 第２位：杉川  颯 ７５（カンナベ） 第２位：安保 寿美 ７６（玉の浦） 

 第３位：辻  大成 ８０（道祖園） 第３位：藤安 真凛 ７７（ウッディ） 

 

         夏季大会の写真・成績等を 広島県ジュニアゴルファー専用サイト http://green-egg.jp にて公開しております。 

         また、月刊誌 Ｇｏｏｄ Ｇｏｌｆ ９月号（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２８年度第１期ジュニアゴルフスクール（夏季大会）～ 

    平成２８年度第１期体験メニュー（練習場での基本打球指導６回）は、年中～高校１年生までの３７名（男子２２名 女子１５名）   

     が受講されました。大会は、記録会を７月２５日（月）宮島志和カンツリー倶楽部（７５名）、合同練習会西部地区を 

    ８月１日（月)戸山カンツリークラブ（５８名）、合同練習会東部地区を８月９日（火）久井カントリークラブ（４８名）、競技会 

    を８月１９日（金）フォレストヒルズゴルフ＆リゾート（７８名）で開催致しました。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28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≫ 

      ☆ 練習場での打球練習（６回）の内容はどうでしたか？ 

      ・わかりやすく説明をしてくれるので、６回だけしか行ってませんが、20 ヤード多くとぶようになりました。 

       うれしかったです。  

      ・ていねいに教えて頂き、バンカー等、色々な練習も出来ました。        

      ☆ ゴルフ場体験（合同練習会）はどうでしたか？ 

      ・パターが難しかったけど、がんばってできて良かった。楽しかった。 

      ・しどう員の人におしえてもらったことをいかしていきたいです。 

      ・ドライバーで打つのが楽しかったです。マナーなども教えてもらいながら、まわれたのが良かったです。 

      ・打ち上げや打ち下ろしなど、練習場では体験できないティショットで、とても良かったです。 

       グリーンが広く、パターのラインもさまざまで勉強になりました。 
                  

２０１６年度（平成２８年）第２２回中国ジュニアゴルフ選手権競技１５歳～１７歳の部  

兼 平成２８年度全国高等学校ゴルフ選手権大会第６０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２８年７月２０日（水）・２１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 ：金谷 拓実 １３８（70・68）（国際学院高３年） 第５位Ｔ ：藪下 真衣 １４６（69・77）（国際学院高３年） 

 第８位 ：吉田 好輝 １４２（70・72）（国際学院高２年） 第５位Ｔ ：垣  優菜 １４６（69・77）（国際学院高２年） 

 第９位 ：金岡 奎吾 １４３（69・74）（国際学院高２年） 第10位 ：植田 梨奈 １４９（71・78）（国際学院高３年） 

 第10位 ：関藤 侑嗣 １４４（70・74）（国際学院高２年）  

 

２０１６年度（平成２８年）第２２回中国ジュニアゴルフ選手権競技１２歳～１４歳の部  

兼 平成２８年度全国中学校ゴルフ選手権大会第６０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２８年７月２７日（水）・２８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 ：笠原  瑛 １３６（66・70）（熊野東中３年） 第２位 ：栗原  愛 １４０（72・68）（熊野東中３年） 

 第４位Ｔ ：唐下 明徒 １４０（73・67）（府中中２年） 第４位 ：栗原  幸 １４３（74・69）（熊野東中１年）  

 第４位Ｔ ：大石 敦也 １４０（69・71）（井口台中３年） 第５位 ：益田 世梨 １４５（73・72）（口田中２年）  

 第６位 ：寺西 遼馬 １４２（70・72）（祇園東中２年） 
  

（主催：中国ゴルフ連盟） 

 ＜平成２８年７月２９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９位Ｔ ：細川 達矢   ７９ （緑丘小６年） 第３位 ：安保 寿美   ８２ （久松台小６年） 

 第12位 ：杉川  颯   ８３ （久松台小５年） 第４位Ｔ ：原田愛美莉   ８３ （田野浦小６年） 

 第15位 ：土居 侑雅   ９１ （安小５年） 第４位Ｔ ：井ノ下愛華   ８３ （東西条小４年） 
 

（主催：公益財団法人 日本ゴルフ協会） 

 ＜平成２８年８月９日（火）  兵庫県・宝塚ゴルフ倶楽部 新コース＞ 
 

 女子の部  

 第16位Ｔ ：安保 寿美   ８０ （久松台小６年） 第34位Ｔ ：原田愛美莉   ８６ （田野浦小６年） 
   

（主催：日本高等学校ゴルフ連盟） 

 ＜平成２８年８月９日（火）・１０日（水）  山口県・宇部７２カントリークラブ＞（男子：阿知須コース 女子：万年池東コース） 
  

 高校男子団体の部 ＜36校出場＞ 

 第３位：広島国際学院高等学校（金岡 奎吾・関藤 侑嗣・吉田 好輝・金谷 拓実・沖田 悠輔） 
 

 高校女子団体の部 ＜27校出場＞ 

 第８位：広島国際学院高等学校（金岡 杏実・垣  優菜・藪下 真衣・小西 瑞穂・植田 梨奈） 
 

（主催：日本高等学校ゴルフ連盟） 

 ＜平成２８年８月１２日（金）・１３日（土）  山口県・宇部７２カントリークラブ＞（男子：阿知須コース 女子：万年池東コース） 
  

 高校男子個人の部 高校女子個人の部 

 優 勝 ：金谷 拓実 １３７（71・66）（国際学院高３年） 第21位Ｔ：藪下 真衣 １４５（73・72）（国際学院高３年） 

 第９位Ｔ：関藤 侑嗣 １４３（69・74）（国際学院高２年） 第60位Ｔ：垣  優菜 １５３（77・76）（国際学院高２年） 

  第26位Ｔ：吉田 好輝 １４６（69・77）（国際学院高２年） 第91位Ｔ：植田 梨奈 １６０（77・83）（国際学院高３年） 

  
（主催：日本高等学校ゴルフ連盟） 

 ＜平成２８年８月１２日（金）・１３日（土）  山口県・宇部７２カントリークラブ 万年池西コース＞ 
 

 中学男子個人の部 中学女子個人の部 

 第３位Ｔ ：大石 敦也 １３５（68・67）（井口台中３年） 第８位Ｔ：栗原  愛 １４２（70・72）（熊野東中３年） 

 第32位Ｔ：笠原  瑛 １４５（74・71）（熊野東中３年） 第18位Ｔ：栗原  幸 １４５（75・70）（熊野東中１年） 

 第36位Ｔ：寺西 遼馬 １４６（72・74）（祇園東中２年） 第24位Ｔ：益田 世梨 １４６（72・74）（口田中２年） 

 第42位Ｔ：唐下 明徒 １４７（75・72）（府中中２年） 

 

広島県ゴルフ協会 平成２８年度第１回記録会 

２０１６年度（平成２８年）第１０回中国小学生ゴルフ大会 

２０１６年度（平成２８年）第１０回全国小学生ゴルフ大会 

平成２８年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第３７回 団体の部 

平成２８年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第６０回 個人の部 

平成２８年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 第６０回 個人の部 



 
 

 （主催：日本高等学校ゴルフ連盟） 
 ＜平成２８年８月９日（火）・１０日（水）  山口県・宇部７２カントリークラブ 万年池西コース＞  

  中学女子団体の部 ＜11校出場＞ 

 第６位：東広島市立中央中学校（岡本 陽菜・中村 佳音・竹重 歩南） 
 

 

（主催：公益財団法人 日本ゴルフ協会） 
 

 ＜平成２８年８月１７日（水）～１９日（金） 男子の部：埼玉県・霞ヶ関カンツリー倶楽部 西コース 女子の部：埼玉県・東京ゴルフ倶楽部＞ 
  （※ 第２ラウンド悪天候によりサスペンデッド 36 ホール･ストロークプレーに短縮） 
 

 男子15歳～17歳の部  

 第３位Ｔ ：金谷 拓実  １３９（69・70）（国際学院高３年）  

 第11位Ｔ ：金岡 奎吾  １４２（73・69）（国際学院高２年）  

 第21位Ｔ ：関藤 侑嗣  １４４（72・72）（国際学院高２年）  

 第48位Ｔ ：吉田 好輝  １４８（77・71）（国際学院高２年） 
 

 男子12歳～14歳の部  女子12～14歳の部 

 第25位Ｔ ：笠原  瑛  １５２（79・73）（熊野東中３年） 第11位Ｔ：栗原  愛  １４８（72・76）（熊野東中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２８年８月２３日（火）～２４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：関藤 侑嗣 １３６（69・67）（国際学院高２年） 優 勝：神田ひなた １４４（73・71）（国際学院高１年）    

 第２位：濵田 将吾 １４２（73・69）（瀬戸内高１年） 第２位：香川ちよみ １４５（74・71）（国際学院高３年）   

 第３位：奥田宗一郎 １４２（72・70）（国際学院高２年） 第３位：佐々木瑛菜 １４５（73・72）（広陵高１年） 
 

 中学男子の部 中学女子の部    

 優 勝：寺西 遼馬 １４０（73・67）（祇園東中２年） 優 勝：栗原  幸 １４０（72・68）（熊野東中１年） 

 第２位：黒田 遼介 １４３（71・72）（古田中３年） 第２位：中村 佳音 １４５（72・73）（中央中３年） 

 第３位：田中 愛士 １４４（67・77）（五日市中３年） 第３位：唐木田梨乃 １４９（75・74）（神辺中３年） 
 

（主催：谷原秀人プロ・松永カントリークラブ） 

 ＜平成２８年８月４日（木）  松永カントリークラブ ＞ 

 小学生４～６年生・男子の部（5,088ﾔｰﾄﾞ） 小学生４～６年生・女子の部（5,088ﾔｰﾄﾞ） 

 第６位：細川 達矢  ７７ （緑丘小６年） 第２位：安保 寿美  ７６ （久松台小６年） 

 第９位：辻  大成 ８２ （矢野小６年） 第３位：井ノ下愛華  ７８ （東西条小４年） 

 第11位：杉川  颯 ８６ （久松台小５年） 第４位：原田愛美莉  ７９ （田野浦小６年） 
 

 小学生１～３年生・男子の部（2,976 ﾔｰﾄﾞ） 小学生１～３年生・女子の部（2,976 ﾔｰﾄﾞ） 

 第４位：藤田 一平  ８８ （落合東小３年） 優 勝：坂本  遥  ７２ （中島小３年） 

  第２位：龍本 奈月  ９５ （安小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２８年８月１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：原田 大空  ７６ （三原第三中２年） 優 勝：岡本 陽菜  ７７ （中央中３年）  

 第２位：田中 愛士  ７６ （五日市中３年） 第２位：安那 亜沙  ８２ （神辺東中３年） 

 第３位：吉田 朋樹  ７８ （東原中１年） 第３位：由元 結菜  ８３ （可部中２年）  
 

 ＜小学生大会 平成２８年８月８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：細川 達矢  ８０ （緑丘小６年） 優 勝：藤安 真凛  ８４ （千田小４年） 

 第２位：土居 侑雅  ８２ （安小５年） 第２位：岩田愛里沙  ８５ （天満小６年）                  

 第３位：杉川  颯  ８６ （久松台小５年） 第３位：川端 悠衣  ８６ （大州小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：坂本  遥  ４１ （中島小３年） 

 第２位：藤田 一平  ４９ （落合東小３年） 

 第３位：大畑 梨愛  ５２ （温品小３年） 

     

   ジュニア会員および保護者の皆様へ 

 「記録会」実施内容の変更についてお知らせ  
     
 年に２回開催している「記録会」の実施方法を来年度より変更する予定です。 

 現在、記録会は、参加対象レベルＣ１・Ｂで、18ホールの部と９ホールの部に分かれて実施しています。

 ジュニアゴルファーが１人で公式戦などに参加できるようになるためのステップ「模擬大会」と位置付け 

 ています。18ホールの部と９ホールの部のどちらに出場するかは、所属の練習場の指導者の出場許可を 

 得てとしていました。今後、９ホールの部での指導内容の充実を図るべく、来年度から実施する記録会の

 実施概要について以下を予定しております。 
 
 《記録会実施概要（予定） 実施時期：平成29年度第1期（Ｈ29.7開催より）》 
 
   ① 参加対象レベル Ｃ１・Ｂ …（変更なし） 
 
 ② 9ホールの部・18ホールの部に分かれて実施する。…（変更なし） 
 
 ③ 初めて記録会に参加する受講生は、必ず９ホールの部から参加すること。 
 
 ④ 9ホールの部は、ハーフ60以下でラウンドしなければ、18ホールの部へ出場できない。 
 
 ⑤ 9ホールの部は、ラウンド終了後、ルールマナー講習会を行う。（現在行っている内容を更に充実する） 
 
 ⑥ ９ホールの部は、技術の指導、競技に必要なラウンドの実践的な指導、そしてルールマナーの教育 
   を繰り返し行う。ラウンド時間は、ハーフ２時間半から３時間以内のプレーを目指す。 
 
 ⑦ ９ホールの部から18ホールの部へ、そして競技会さらに公式戦競技への出場を目標に、ラウンド 
    技術を基礎から確実に習得し、公正公平の理念を学び自覚し、技術面、精神面の強化と育成を行い、 
    １人前のゴルファーとして成長できるようにサポートしていく。 
     

      （広島県プロゴルフ協会より） 「記録会指導内容変更」について 
    
     平成12年からジュニア育成事業が始まり、低年齢層の子ども達がゴルフをはじめるきっかけを作り、 

       数多くのジュニアゴルファーを発掘育成し、数々の名選手を輩出し、確かな実績を築いてきています。 

    しかし、最近はジュニアゴルファーの残念な事案を耳にすることが増えています。 

    中でも、スコアの不正、プレーが遅いという２つの事案については、大変危惧しているところです。 

    スコアの改ざんは、本人に一番責任があります。しかし、周りの期待が大きすぎ、それに応えようとし 

       て不正をおこなってしまう子ども、そこまで追い込んだ親、指導者、指導環境に問題があると感じてお 

       ります。スロープレーについては、以前より子ども達には、時間を割いて指導をして来ました。現在、 

       記録会は技量に応じて、９ホール競技と18ホール競技に分けて模擬競技を行っています。18ホール競技 

       で、ハーフ３時間半を越える組が度々あり、明らかに18ホールに参加するには早すぎると思われる子が 

       入っています。早く上達して欲しいとの親や指導者の期待もあると思いますが、余りにもレベルが違い 

    すぎて、本人も大変で本来の目的である技術やラウンドスキルを学ぶ余裕すらありません。 

       記録会は模擬競技であり、たくさんのことを学ぶ練習会ですが、１ラウンドに昼食時間を入れて、８時 

       間近くもかかっていては成り立ちません。そこで、９ホール競技にもっと力を入れ、情操教育を中心に 

      「スコアの改ざん」「スロープレーの防止」また、ルール、マナー、ラウンドスキルについて、じっくり 

       と学んでもらいたいと考えています。９ホールであっても決められたホールで競うということは、競技 

    としての要素が全て入っており、競技の厳しさを体験し、実践的な技術を学べます。 

       体験、ステップの合同練習会の「遊び」から、「競技者」へと転換し、ラウンド時だけでなくラウンド 

       前後に為すべきこと、知っておかなければならないこと、そして正々堂々と戦う姿勢を学び、礼儀正し 

    さとスポーツマンシップを常に示すジュニアゴルファーとして成長していく場となります。 

       ジュニアのみなさん、ジュニアスクールでゴルフの楽しさ、難しさ、厳しさを学んでください。 

       保護者の皆様、スコアや成績で感情的な態度をとることが無いよう、子ども達の自尊心、正義感を大切 

       に育ててください。  
                                   広島県プロゴルフ協会 
                                   ジュニア育成委員長 田中 光治 
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