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『２０１９年９月号 ～大会結果特集～』 

      夏休み期間中、ジュニアの大会が各地で開催されました。 

     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。  
 
 
       

 ＜２０１９年８月２日（金）  賀茂カントリークラブ （７６名出場）＞ 

 【18ホール 男子の部】 【18ホール 女子の部】  

 優 勝：平尾  翔 ７７（ＫＳＰ） 優 勝：岡田 佳穂 ９３（沖浦）  

 第２位：松本 鯉優 ８９（舟入） 第２位：松本 愛未 ９５（西条）   

 第３位：宗綱 秀就 ９０（サンセ） 第３位：明石 瑠花 ９６（ｴｳﾞｫﾙｳﾞｨﾝ）  

 
 
 
 
 
 

広島県ゴルフ協会 ２０１９年度競技会 

 ＜２０１９年８月２２日（木）  フォレストヒルズゴルフ＆リゾート （５４名出場）＞ 
   

 【中学・高校男子の部】（6,500 Yards） 【中学・高校女子の部】（5,816 Yards） 【小学生の部】（5,389 Yards） 

 優 勝：馬城 颯士 ７２（ウッディ） 優 勝：松浦  葵 ７０（玉の浦） 優 勝：藤田 一平 ７２（高陽）  

 第２位：瀬尾 正義 ７４（カンナベ） 第２位：安保 寿美 ７１（玉の浦） 第２位：中本 旺希 ７４（ラブ）  

 第３位：堀口 獅恩 ７５（ＫＳＰ） 第３位：川端 悠衣 ７３（広電） 第３位：荒井 鵬貴 ７５（舟入） 
 

 

 

 

 

 

         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 https://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 ２０１９年度第１期ジュニアゴルフスクール（夏季大会）～ 

    ２０１９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、４０名（男子２２名 女子１８名） が受講されました。 

    大会は、合同練習会西部地区を７月３０日（火)戸山カンツリークラブ（５７名）、合同練習会東部地区を８月１９日（月） 

    尾道カントリークラブ宇根山コース（４６名）、記録会を８月２日（金）賀茂カントリークラブ（７６名）、競技会を８月２２日（木） 

    フォレストヒルズゴルフ＆リゾート（５４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。  

   ≪2019年度第１期 体験受講生（40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）はどうでしたか？ 

     ・いろんなことを教えてもらえて、べん強になります。楽しくてもっと練習して 

      上手になりたいです。 

     ・打ったときに、右に行ったりするとていねいに教えてくださったからよかった。 

      アドバイスがわかりやすかった。  

     ☆ ゴルフ場体験（合同練習会）はどうでしたか？ 

     ・楽しかったし、友だちができてよかったです。 

     ・もっとスコアをへらしたいです。緑が多くてきれいだったです。 

          ・ドライバーのときに、真っすぐに飛ばなかったので、真っすぐ飛ばしたい。 

      分からなかったことを、先生に教えてもえらえたので、良い経験となった。 

       

２０１９年度（第２５回）中国ジュニアゴルフ選手権競技１５歳～１７歳の部  

兼 ２０１９年度全国高等学校ゴルフ選手権大会第６３回個人の部 中国予選 

 （主催：（一財）中国ゴルフ連盟・中国高等学校ゴルフ連盟） 

 ＜２０１９年７月３０日（火）・３１日（水）  白竜湖カントリークラブ＞ 
 

 男子15歳～17歳の部（6,818Yards  Par72） 女子15歳～17歳の部（6,190 Yards  Par72） 

 第２位 ：唐下 明徒 １３５（69・66）（瀬戸内高２年） 優 勝 ：栗原  愛 １４１（71・70）（国際学院高３年） 

 第３位 ：笠原  瑛 １３６（67・69）（瀬戸内高３年） 第３位Ｔ ：中村 佳音 １４２（72・70）（国際学院高３年） 

 第11位Ｔ：寺西 遼馬 １４６（75・71）（国際学院高２年） 第５位 ：唐木田妃菜 １４３（74・69）（如水館高３年） 

 第11位Ｔ：河邉  匠 １４６（72・74）（瀬戸内高２年） 第７位 ：安那 亜沙 １４７（73・74）（国際学院高３年） 

 第15位Ｔ：田中 愛士 １４７（73・74）（広陵高３年） 第９位Ｔ ：唐木田梨乃 １４９（74・75）（東高３年） 

 第15位Ｔ ：白井  瑛 １４７（72・75）（瀬戸内高１年） 第11位Ｔ ：岡本 陽菜 １５０（77・73）（国際学院高３年） 

 第15位Ｔ ：成田 遊聡 １４７（70・77）（広島みらい創生高１年） 第11位Ｔ ：安部明日香 １５０（74・76）（国際学院高２年） 

 

２０１９年度（第２５回）中国ジュニアゴルフ選手権競技１２歳～１４歳の部  

兼 ２０１９年度全国中学校ゴルフ選手権大会第６３回個人の部 中国予選 

 （主催：（一財）中国ゴルフ連盟・中国高等学校ゴルフ連盟） 

 ＜２０１９年７月２３日（火）・２４日（水）  広島カンツリー倶楽部 西条コース＞ 
 

 男子12歳～14歳の部（6,662 Yards  Par72） 女子12歳～14歳の部（6,149 Yards  Par72） 

 第６位Ｔ ：細川 達矢 １５１（77・74）（城東中３年） 第２位Ｔ ：安保 寿美 １４５（74・71）（城北中３年） 

 第 12 位 ：辻  大成 １５７（76・81）（矢野中３年） 第４位 ：井ノ下愛華 １４７（75・72）（松賀中１年）  

 第 14 位 ：堀口 獅恩 １６１（80・81）（昭和北中１年） 第５位 ：松浦  葵 １５０（74・76）（三原第三中２年）  

 第 15 位 ：馬城 颯士 １６２（82・80）（国泰寺中２年） 第６位 ：川端 悠衣 １５１（78・73）（大州中３年） 

   第７位Ｔ ：岩田愛里沙 １５２（75・77）（観音中３年）  
 

（主催：（一財）中国ゴルフ連盟） 

 ＜２０１９年７月２３日（火）  広島カンツリー倶楽部 西条コース＞ 
 

 男子の部（5,788 Yards  Par72） 女子の部（5,788 Yards  Par72） 

 第２位 ：中本 旺希   ７５ （荒神町小６年） 第２位 ：龍本 奈月   ８３ （安小５年） 

 第４位 ：平尾  翔   ７９ （呉中央小５年） 第３位 ：坂本  遥   ８４ （中島小６年） 

 第５位 ：藤田 一平   ８０ （落合東小６年） 第５位Ｔ ：真庭 咲希   ８８ （昭和北小６年） 
 

（主催：公益財団法人 日本ゴルフ協会） 

 ＜２０１９年８月９日（金）  兵庫県・芦屋カンツリー倶楽部＞  

 男子の部（5,973 Yards  Par72） 女子の部（5,399 Yards  Par72） 

 第 20 位Ｔ ：中本 旺希   ７８ （荒神町小６年） 第 38 位 ：坂本  遥   ８７ （中島小６年） 

 第34位Ｔ ：平尾  翔   ８１ （呉中央小５年）  

     

（主催：一般社団法人日本高等学校ゴルフ連盟） 

 ＜２０１９年８月６日（火）・７日（水）  茨城県・セントラルゴルフクラブ＞（男子：東コース 女子：西コース） 
  

 高校男子団体の部 ＜36校出場＞ 

 第７位：広島県瀬戸内高等学校（笠原  瑛・唐下 明徒・河邉  匠・平井 大雅・白井  瑛） 
 

 高校女子団体の部 ＜31校出場＞ 

 第23位：広島国際学院高等学校（中村 佳音・岡本 陽菜・栗原  愛・安那 亜沙・安部明日香） 
 

（主催：一般社団法人日本高等学校ゴルフ連盟） 

 ＜２０１９年８月９日（金）・10 日（土）  茨城県・セントラルゴルフクラブ＞（男子：東コース 女子：西コース） 
  

 高校男子個人の部（7,167 Yards  Par72） 高校女子個人の部（6,565 Yards  Par72） 

 第４位 ：唐下 明徒 １３６（68・68）（瀬戸内高２年） 第46位Ｔ：栗原  愛 １４５（74・71）（国際学院高３年） 

 第12位Ｔ：笠原  瑛 １３９（70・69）（瀬戸内高３年） 第87位Ｔ：唐木田梨乃 １５０（72・78）（県立東高３年） 

  第44位Ｔ：白井  瑛 １４５（72・73）（瀬戸内高１年）   
 

                                                                                        （裏面へ続きます） 
 

広島県ゴルフ協会 ２０１９年度第１回記録会 

２０１９年度（第１３回）中国小学生ゴルフ大会 

２０１９年度（第１３回）全国小学生ゴルフ大会 

令和元年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第４０回 団体の部 

令和元年度 全国高等学校ゴルフ選手権大会 第６３回 個人の部 

記録会 9ホールの部のみなさん 



 
（主催：一般社団法人日本高等学校ゴルフ連盟） 

 ＜２０１９年８月９日（金）・１０日（土）  茨城県・セントラルゴルフクラブ NEW コース＞ 
 

 中学男子個人の部（6,710 Yards  Par72） 中学女子個人の部（6,196 Yards  Par72） 

 第65位Ｔ ：細川 達矢 １５８（80・78）（城東中３年） 第18位Ｔ：川端 悠衣 １４８（73・75）（大州中３年） 

    第28位Ｔ：井ノ下愛華 １５１（76・75）（松賀中１年） 

   第28位Ｔ：松浦  葵 １５１（75・76）（三原第三中２年）  

 

 

（主催：公益財団法人 日本ゴルフ協会） 
 

 ＜２０１９年８月１４日（水）～１６日（金） 埼玉県・霞ヶ関カンツリー倶楽部＞ 
  

 男子15歳～17歳の部 ＜東コース＞ （7,466 Yards  Par71）  

 優 勝 ：唐下 明徒  ２０９（66・72・71）（広島県瀬戸内高２年）  

 第21位Ｔ ：笠原  瑛  ２２２（74・72・76）（広島県瀬戸内高３年）  
 

 女子12歳～14歳の部 ＜西コース＞ （6,537 Yards  Par73）  

 第20位Ｔ ：安保 寿美 ２３１（77・76・78）（城北中３年） 

 第31位 ：松浦  葵 ２３８（76・78・84）（三原第三中２年） 

 

（主催：広島県高等学校ゴルフ連盟・広島県ゴルフ協会）    
    

 ＜２０１９年８月２０日（火）～２１日（水）  広島東映カントリークラブ＞  
 

 高校男子の部（6,483 Yards  Par72） 高校女子の部（5,851 Yards  Par72） 

 優 勝：唐下 明徒 １３３（66・67）（瀬戸内高２年） 優 勝：岡本 陽菜 １４３（71・72）（国際学院高３年）    

 第２位：田中 愛士 １４０（71・69）（広陵高３年） 第２位：唐木田妃菜 １４８（73・75）（如水館高３年）   

 第３位：寺西 遼馬 １４３（70・73）（国際学院高２年） 第３位：栗原  幸 １５１（72・79）（瀬戸内高１年） 
 

 中学男子の部（6,319 Yards  Par72） 中学女子の部（5,851 Yards  Par72）    

 優 勝：細川 達矢 １４９（73・76）（城東中３年） 優 勝：山岡 瑠生 １４６（73・73）（庄原中１年） 

 第２位：土居 侑雅 １５１（79・72）（安西中２年） 第２位：安保 寿美 １４６（75・71）（城北中３年） 

 第３位：堀口 獅恩 １５４（77・77）（昭和北中１年） 第３位：井ノ下愛華 １４９（71・78）（松賀中１年） 

 
（主催：谷原秀人プロ・松永カントリークラブ） 

 ＜２０１９年８月９日（金）  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：松本瞬乃介 ７０ （大町小５年） 優 勝：龍本 奈月  ７７ （安小５年） 

 第３位：藤田 一平 ７３ （落合東小６年） 第２位：小林 夢羽  ８２ （安東小６年） 

 第４位：中上 遼真 ７５ （阿戸小４年） 第５位：真庭 咲希  ８６ （昭和北小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：平尾 駿介  ６７ （呉中央小３年） 第２位：橋本 優那  ７７ （久松台小３年）                             

 第４位：龍本  晃 ８１ （安小２年） 第４位：佐藤 夕葵  ８７ （出部小３年） 
 

（主催：一般社団法人 広島ゴルフ倶楽部） 

 ＜２０１９年８月５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：堀口 獅恩  ８１ （昭和北中１年） 優 勝：真庭 光花  ７５ （昭和北中２年）  

 第２位：山手 翔悟  ８１ （安西中３年） 第２位：谷本 花潤  ７７ （広島女学院中３年） 

 第３位：岡田龍之助  ８７ （口田中２年） 第３位：川端 悠衣  ８１ （大州中３年）  
               

 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：中本 旺希  ７４ （荒神町小６年） 優 勝：真庭 咲希  ９１ （昭和北小６年）  

 第２位：藤田 一平  ７６ （落合東小６年） 第２位：松本 愛未  ９１ （八本松小６年） 

 第３位：垰田 朔天  ７９ （比治山小５年） 第３位：大畑 梨愛  ９８ （温品小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：和田理雄星  ４４ （原小３年）   

 第２位：橋本 優那  ４６ （久松台小３年）  

 第３位：上原  翔  ５１ （高須小３年）    

     
                 
    

        ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会  
                         2019年度（第25回）日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15～17歳の部 

          優 勝   唐下
と う げ

 明徒
は る と

 選手  
              
   東京オリンピック2020ゴルフ競技の会場となる霞ヶ関カンツリー倶楽部  

    東コースにおいて、8月14日から開催された日本ジュニアゴルフ選手権 

   15～17歳の部で、広島県瀬戸内高等学校２年の唐下明徒選手が、初日から 

   首位タイに立ち、通算４アンダーパーで２位に３打差をつけて、 

   見事初優勝を果たしました。 
   
  
      唐下選手は、平成20年度第1期にジュニアスクールに入り、着実に実力 

    をつけ、小学校低学年からジュニアスクール競技会に出場。 

    中学生になった2015年と2017年には、広島県オープンゴルフ選手権 

      アマチュアの部で優勝。昨年、高校１年生で国体の広島県代表選手に 

      選出され、昨年に続き今年も広島県代表選手として国体に連続出場中。 
             
 
        見事な優勝を飾り、今後の活躍が大変期待される唐下選手にコメントをいただきました。 
 

 

          この度、日本ジュニアゴルフ選手権競技15～17歳の部で優勝しました 

          広島県瀬戸内高等学校２年 唐下明徒です。 

          今回、僕が優勝できたのは、両親をはじめ学校の先生や仲間たち、 

                   練習場やゴルフ場の方々の支えがあって成し遂げられたことだと思い 

                   ます。 

          ゴルフができることは、たくさんの支援があってこそできることだと 

          思うので、これからも感謝の気持ちを忘れずに頑張りたいと思います。 

          一生懸命ゴルフをしている他のジュニアゴルファーの皆さんも、周りの 

                   人への感謝の気持ちを忘れずに、これからもゴルフを楽しんでください。 
 

広島県瀬戸内高等学校 唐下 明徒 

 

 確固たる信念を持ちながら、人の話は素直に謙虚に聞く姿勢が印象的で、芯の強さを感じる唐下選手。 

 ゴルフができることへの感謝の気持ちを常に持ち、さらなる目標に向け、前に進んでいます。 
 
 

 “感謝の気持ち” みなさんは、「練習をさせてもらっている」「ゴルフをさせてもらっている」という 

 感謝の気持ちを持っていますか？ 今、ゴルフができていることに感謝の気持ちがあれば、自然と挨拶や 

 マナーを大切にしようと思うでしょう。 

 ゴルフに限らずスポーツは、挨拶と礼儀を大切にし、心身の健全な発達を促します。たくさんあるスポーツ 

 の中で、ゴルフが他のスポーツと大きく違うところは、審判員がいないということです。１人１人が他の 

 プレーヤーにも心配りをし、ゴルフ規則を守ってプレーする誠実さに頼っています。 

 礼儀正しく、誠実に、感謝の気持ちを忘れずに、ゴルフを楽しんでいきましょう。 

  

  

 

 

令和元年度 全国中学校ゴルフ選手権大会 第６３回 個人の部 

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会 

２０１９年度（第２５回）日本ジュニアゴルフ選手権競技 

第２２回 広島県高等学校ゴルフ選手権夏季大会・中学生大会 

第１３回 谷原秀人ジュニアクラシック ゴルフの部 

第１３回 鈴が峰ジュニアカップゴルフ大会 
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