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VISAダイナスティカップ2005
2005年4月15日（金）〜17日（日）までの3日間、中国・深センのミッションヒルズゴルフクラブ・ワールドカッ
プコースにて第2回目となるアジアVS日本のツアー対抗戦「VISAダイナスティカップ2005」が開催された。
「VISAダイナスティカップ」
木キャプテンが選んだ先陣は丸
ダイナスティカップ成績
の歴史は、2000年７月に全
山茂樹・深堀圭一郎、対するア
アジア 14.5−9.5 日本
英オープン会場であるセン
ジアの謝敏男キャプテンは地元・
ポイント
アジア
スコア
日 本
ポイント
トアンドリュースにおいて
中国のヒーロー、張連偉・Ｗ.Ｃ.
行なわれた日本とアジアの
リャン。大会は初日から熱く燃 ★初日：フォアサム（アジア 2.5−3.5 日本）
張 連偉（中国）
丸山 茂樹
両ツアーのミーティングに
え上がった。
1
2&1
0
W.C.リャン（中国）
深堀圭一郎
おいて、「日本対アジアの
日本は、大会直前に父・央さ
B.ルアンキット（タイ）
片山 晋呉
1
3＆2
0
P.マークセン（タイ）
神山 隆志
ツアー対抗戦を2002年春に
んを亡くし、悲しみを乗り越え
T.ウィラチャン（タイ）
加瀬 秀樹
開催する」ことについて合
て中国に乗り込んできた平塚哲
0
5＆4
1
T.スリロット（タイ）
川岸 良兼
意。アジア版ライダーカッ
二の「勝って、オヤジにカップ
T.ジェイディ（タイ）
近藤 智弘
0
5＆3
1
谷口 拓也
M.ママット（シンガポール）
プとして、以後２年に一度 ダイナスティカップは再びアジア を見せたい」という言葉を選手
J.K.モー（韓国）
鈴木
亨
のスケジュールで開催され 謝敏男キャプテンの手に渡った
一人ひとりが心に刻み、大会初
0.5
A/S
0.5
A.キュー（フィリピン）
平塚 哲二
ることとなった。
日はメンバー全員がキャップに
J.ランダワ（インド）
宮本 勝昌
0
3＆2
1
A.ジョール（インド）
藤田 寛之
しかし、2001年９月11日、
喪章をつけて、 絶対に負けら
世界を揺るがした同時多発
れない戦い に挑んだ。
★2日目：フォアボール（アジア 4−2 日本）
テロの影響を受けて大会は
初日のフォアサムで１ポイン
B.ルアンキット（タイ）
近藤 智弘
0
6＆5
1
P.マークセン（タイ）
谷口 拓也
2003年に延期。会場もタイ
トのリードを奪った日本。２日
T.ジェイディ（タイ）
鈴木
亨
1
3＆1
0
のプーケットから中国のミ
目は前回大会でアジアに５ポイ
M.ママット（シンガポール）
平塚 哲二
ッションヒルズに移して第
ントを奪われたフォアボール。
張 連偉（中国）
加瀬 秀樹
1
2＆1
0
W.C.リャン（中国）
川岸 良兼
悲しみを乗り越えて奮戦した平塚
１回大会が行なわれた。
降りしきる雨で一層重さを増し
A.ジョール（インド）
宮本 勝昌
1
3＆2
0
前回の2003年、記念すべき第１回大会は
たグリーンに手こずる日本。チャンスをも
T.スリロット（タイ）
藤田 寛之
16.5対7.5ポイントでアジアが勝利、日本は
のに出来ず、４組目で１ポイントの逆転を
J.K.モー（韓国）
丸山 茂樹
0.5
A/S
0.5
A.キュー（フィリピン）
深堀圭一郎
カップに名前を刻めなかった。第２回大会
許してしまった。しかし、残り２組の丸山
J.ランダワ（インド）
片山 晋呉
0.5
A/S
0.5
の今年、日本は米ツアーで活躍する丸山茂
茂樹・深堀圭一郎組と片山晋呉・神山隆志
T.ウィラチャン（タイ）
神山 隆志
樹と賞金ランキング王の片山晋呉を筆頭と
組が気迫のこもったプレーで引分けに持ち
★最終日：シングル（アジア 8−4 日本）
する賞金ランキング上位者を揃えて参戦。
込み、１ポイント差で最終日のシングルス
1 B.ルアンキット（タイ） 2＆1 谷口 拓也 0
前回に続き、代表キャプテンに就任した青
12マッチに逆転優勝の望みをつないだ。
0.5 T.ウィラチャン（タイ） A/S 近藤 智弘 0.5
0.5 A.ジョール（インド） A/S 藤田 寛之 0.5
木功は「今回は絶対に勝て！」と激励。選
普通
にプレーできない
0.5 J.K.モー（韓国）
A/S 神山 隆志 0.5
手たちの心はリベンジに向けてひとつにま
1 A.キュー（フィリピン） 1UP 加瀬 秀樹 0
アウェイの難しさ
とまっていた。
1 T.スリロット（タイ） 4＆3 川岸 良兼 0
1 M.ママット（シンガポール） 3＆1 鈴木
亨 0
大会前日に発表された対戦表を眺めなが
勝負は５マッチ目を制したアジアが合計
1 P.マークセン（タイ） 4＆2 宮本 勝昌 0
ら、青木キャプテンは満足そうにつぶやい
12ポイントを獲得して、この時点で勝利か
0.5 T.ジェイディ（タイ） A/S 平塚 哲二 0.5
た。「明日は、うちが半分以上勝つね」。青
引分けを確定。日本の悲願はならなかった。 0 W.C.リャン（中国） 1UP 深堀圭一郎 1
0 J.ランダワ（インド） 1UP 片山 晋呉 1
ことごとくチャンスのパット
1 張 連偉（中国）
3＆2 丸山 茂樹 0
をものにしていくアジア勢に対
た」と言った。 普通 にプレーできない
して、重く、クセのあるグリー
状況で、もし日本チームが、「普通にやれ
ンは日本チームの勢いを止めた。
ば負けるわけがない」という気持ちで臨ん
前回に引き続き出場し、今回
でいたとしたら、結果は自ずと見えてくる。
２勝１分と負け知らずの成績を
リベンジを果たせなかった日本。２年後
おさめた近藤智弘は、「ここは
の第３回大会では、「普通にプレーできな
アジアで、環境やコースコンデ
い」危機感を持って、強いアジアに挑戦す
ィションは普通の状況ではない
青木功キャプテン以下12名の日本代表チーム
ることとなる。
んだ、と僕は覚悟してプレーし

JGTPC Enquete
2004年度ジャパンゴルフツアートーナメントに関するアンケート結果

ベストトーナメントは「ダンロ
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ジャパンゴルフツアー選手会（JGTPC）では、毎年ツアートーナメン
トの品質向上を意図してJGTPCメンバーを対象に「2004年度ジャパン
ゴルフツアートーナメント」に関するアンケート調査を実施。
今回の調査から開催時期に影響されることなく 記憶の鮮度 が公
平化するように、ジャパンゴルフツアーの各トーナメントに出場した
選手のうちアマチュアを除くツアープレーヤーを対象に、各トーナメ
ントの翌週にアンケート用紙を配布。回収率65％以上を基準にトーナ
メントごとにデータを集計した。
出場プレーヤーは設問ごとに10点満点で評価。各設問の有効回答の
平均点を集計した結果、コースセッティング、フェアウェイのライン
取り、ラフの深さなど10項目のうち５項目で平均点１位となった「ダ
ンロップフェニックストーナメント」が最多の84.69点を獲得して2004
ベストトーナメントに選ばれた。総合点および各設問のベスト５トー
ナメントは別表のとおり。
◆2004総合ベスト5トーナメント
順位 総合点

トーナメント名称

会

場

1 84.69 ダンロップフェニックストーナメント

フェニックスCC

2 81.33 三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース

◆設問4.

ラフの深さについて

順位 平均点

トーナメント名称

会

場

1

8.02 ダンロップフェニックストーナメント

フェニックスCC

2

7.92 サン・クロレラ

小樽CC

クラシック

3

7.83 アコムインターナショナル

4

7.61 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ 宍戸ヒルズCC

5

7.53 日本オープンゴルフ選手権競技

◆設問5.

石岡GC
片山津GC白山コース

グリーンコンディションについて

順位 平均点

トーナメント名称

会

場

1

8.51 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ 宍戸ヒルズCC

2

8.47 つるやオープンゴルフトーナメント

3

8.41 ダンロップフェニックストーナメント

フェニックスCC

4

8.11 サン・クロレラ

小樽CC

5

8.02 三井住友VISA太平洋マスターズ

◆設問6.

クラシック

山の原GC

太平洋クラブ御殿場コース

練習場の環境について

順位 平均点

トーナメント名称

会

場

1

9.39 アコムインターナショナル

石岡GC

2

9.19 ダンロップフェニックストーナメント

フェニックスCC

3

8.43 三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース

4

8.14 〜全英への道〜ミズノオープン

瀬戸内海GC

5

8.05 マンダムルシードよみうりオープンゴルフトーナメント よみうりCC

◆設問7.

クラブハウス内のレストラン内容と料金について

順位 平均点

トーナメント名称

会

場

1

8.84 三井住友VISA太平洋マスターズ

3 78.96 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ 宍戸ヒルズCC

2

8.42 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ 宍戸ヒルズCC

4 78.47 サン・クロレラ

小樽CC

3

8.24 ダンロップフェニックストーナメント

フェニックスCC

石岡GC

4

7.84 〜全英への道〜ミズノオープン

瀬戸内海GC

5

6.96 サン・クロレラ

小樽CC

クラシック

5 78.23 アコムインターナショナル
◆設問1.

コースセッティングについて

順位 平均点

トーナメント名称

会

場

◆設問8.

クラシック

太平洋クラブ御殿場コース

選手に対するホスピタリティ度について

順位 平均点

トーナメント名称

会

場

1

8.52 ダンロップフェニックストーナメント

フェニックスCC

2

8.39 サン・クロレラ

小樽CC

1

8.54 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ 宍戸ヒルズCC

3

8.17 アコムインターナショナル

石岡GC

2

8.53 〜全英への道〜ミズノオープン

瀬戸内海GC

4

8.15 三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース

2

8.53 三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース

5

7.81 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ 宍戸ヒルズCC

4

8.33 ダンロップフェニックストーナメント

フェニックスCC

5

7.24 アイフルカップゴルフトーナメント

大山アークCC

◆設問2.

クラシック

フェアウェイのライン取りについて

順位 平均点

トーナメント名称

会

場

◆設問9.

セキュリティ（防犯、警備、安全等）について

順位 平均点

トーナメント名称

会

場

1

8.39 ダンロップフェニックストーナメント

フェニックスCC

2

8.28 サン・クロレラ

小樽CC

1

8.74 ダンロップフェニックストーナメント

フェニックスCC

3

8.04 アコムインターナショナル

石岡GC

2

8.24 三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース

4

8.02 三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース

3

8.21 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ 宍戸ヒルズCC

5

7.85 つるやオープンゴルフトーナメント

山の原GC

4

7.98 〜全英への道〜ミズノオープン

瀬戸内海GC

5

7.59 サン・クロレラ

小樽CC

◆設問3.

クラシック

コースコンディションについて

順位 平均点

トーナメント名称
クラシック

会

場

1

8.55 サン・クロレラ

2

8.18 三井住友VISA太平洋マスターズ

小樽CC

3

8.09 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ 宍戸ヒルズCC

4

8.06 つるやオープンゴルフトーナメント

5

8.05 アコムインターナショナル

5

8.05 ダンロップフェニックストーナメント

◆設問10.
順位 平均点

トーナメントの総体的な印象について
トーナメント名称

会

場

8.80 ダンロップフェニックストーナメント

フェニックスCC

2

8.68 三井住友VISA太平洋マスターズ

太平洋クラブ御殿場コース

山の原GC

3

8.20 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ 宍戸ヒルズCC

石岡GC

4

8.13 サン・クロレラ

フェニックスCC

5

8.10 アコムインターナショナル

太平洋クラブ御殿場コース

1

クラシック

クラシック

小樽CC
石岡GC

Tour Champions Club

JGTOが提携する
「Tour Champions Club」が15コースへ拡大！
ツアープレーヤーたちが世界のステージで最高の技術が発揮できるように、日本ゴルフツアー機構（JGTO）が独自に設定した
基準をクリアした、きわめて戦略性の高いコース、それが「Tour Champions Club」だ。
今回、
「かさぎゴルフ倶楽部」
（京都府）、
「山陽ゴルフ倶楽部」
（岡山県）、
「サンヒルズカントリークラブ」(栃木県）の3コースが
新たに加わり、全部で15コース（別表参照）とラインアップが充実した。

かさぎゴルフ倶楽部

＊提携コース一覧＊
コース名称／所在地 ／ ＴＥＬ

95万㎡の用地にゆったりと展開する本格的なチャンピオンシップコ
ース。随所にウォーターハザードを組み込んだベント１グリーンの戦
略的なコース。
笠置山自然公園と大和青
垣国定公園に囲まれ、自然
との融和に配慮したロケー
ションで、ゴルフの醍醐味
が堪能できる。
【開 場】平成12年９月15日
【コース】18H／7011Y／パー72
【設 計】小林祐吉
【コースレート】73.3（バックティ）

山陽ゴルフ倶楽部
J.ニクラウスJr の熱きスピリットが結晶したプレステージ。1996年、
日本プロゴルフ選手権開催で注目を集めたコースが完全復活。フェア
でチャレンジブルな個性あ
る18ホールは、プレーヤー
にコースを戦略する楽しみ
を与える。すべてにグレー
ドアップを遂げてリニュー
アルオープンした。
【開 場】昭和56年11月1日
【コース】18H／7221Y／パー72
【リデザイン】ジャック・ニクラ
ウスJr

サンヒルズカントリークラブ
宇都宮市郊外の丘陵コース。自然の起伏を巧みに生かし、多彩なシ
ョットが要求されるイーストコース。ウエストコースは 池 がポイン
トとなるスリリングな18ホールが展開する。挑戦欲と征服したときの
快感が堪能できるコースだ。
【開 場】平成3年5月1日
【コース】
イースト＝18H／6715Y／パー72
ウエスト＝18H／6925Y／パー72
【設 計】ロバート・トレント・
ジョーンズJr
【コースレート】
イースト＝71.4（バックティ）
ウエスト＝72.1（バックティ）

ツアープレーヤーたちも認める世界基準の提携15コース。
ラウンドご希望の方は、日本ゴルフツアー機構・営業企画
特別料金にて
の田中までご連絡ください。特別料金にてプレーすること
プレーできます
ができます。
TEL. 03-3585-7041

規模

◆JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部

〒714-0063 岡山県笠岡市鋼管町19番地の2
TEL 0865-66-4572

18H Par 72
7,246Yard

◆ホウライカントリー倶楽部

〒329-2747 栃木県那須塩原市千本松793
TEL 0287-37-4114

18H Par 72
6,821Yard

◆くまもと中央カントリークラブ

〒869-1205 熊本県菊池市旭志川辺1217
TEL 096-293-3300

18H Par 72
6,821Yard

◆六甲国際ゴルフ倶楽部

〒651-1263 兵庫県神戸市北区山田町西下字押部道15 36H Par 143
TEL 078-581-2331
14,073Yard
◆美浦ゴルフ倶楽部

〒300-0404 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後2568-19 18H Par 72
TEL 029-840-0001
7,010Yard
◆富岡バーディクラブ

〒370-2307 群馬県富岡市藤木621番地の1
TEL 0274-64-3311
◆チャーミング・リゾート

18H Par 72
6,943Yard

ワイルドダックカントリークラブ

〒314-0114 茨城県鹿島郡神栖町日川2519
TEL 0299-93-1111

18H Par 72
7,028Yard

◆Ｋochi黒潮カントリークラブ

〒781-5703 高知県安芸郡芸西村西分甲5207
TEL 0887-33-4455

36H Par 144
14,500Yard

◆東建多度カントリークラブ・名古屋

〒511-0122 三重県桑名市多度町古野2692
TEL 0594-48-5811

18H Par 72
7,184Yard

◆太平洋クラブ＆アソシエイツ益子コース

〒321-4106 栃木県芳賀郡益子町大字七井3302-1
TEL 0285-72-8231

18H Par 71
6,576Yard

◆ファイブエイトゴルフクラブ

〒329-1572 栃木県矢板市安沢2180
TEL 0287-41-0058

18H Par 72
6,657Yard

◆宍戸ヒルズカントリークラブ

〒309-1725 茨城県西茨城郡友部町南小泉1340
TEL 0296-77-2141

36H Par 144
14,520Yard

◆かさぎゴルフ倶楽部

〒619-1303 京都府相楽郡笠置町笠置東山33
TEL 0743-95-5500

18H Par 72
7,011Yard

◆山陽ゴルフ倶楽部

〒701-2433 岡山県赤磐市平山428
TEL 0869-54-2211

18H Par 72
7,221Yard

◆サンヒルズカントリークラブ

〒321-2112 栃木県宇都宮市上横倉町1000
TEL 028-665-4111

36H Par 144
13,640Yard

2005 JAPAN GOLF TOUR

『2005年ジャパンゴルフツアー』開幕
今シーズンのジャパンゴルフツアーが、いよいよ本格的にシーズンインした。
ツアートーナメントの「東建ホームメイトカップ」、チャレンジトーナメントの
「PRGR CUP（関東）」両開幕戦をプレイバックする。

★ ツアートーナメント ★ 東建ホームメイトカップ

約束 を果たした高山忠洋の次なる目標は超一流！
３月24日〜27日、三
昨年12月、高山
重県の東建多度CC・名
は左右田社長と読
古屋で行なわれた「東
売巨人軍の小久保
建ホームメイトカップ」
裕紀選手と３人で
で、本格的に開幕した
食事をする機会が
2005年ジャパンゴルフ
あった。
ツアー。大会２日目が
和歌山・星林高
降雪により競技中止と
校野球部の先輩で
なり、54ホールに短縮
ある小久保選手か
されたが、 スタート
ら、「高山、超一
ダッシュ を狙う各選
流になれ！」と激
手の意気ごみで大混戦
励された高山は、
となった。
左右田社長に「今
最終日を迎えて、首
年は必ず１勝しま
左右田社長（写真・左）との約束を果たし、
ツアー初優勝を飾った高山
位から３打差に15人が
す」と約束。左右
ひしめく展開から抜け出したのは、最終日
田社長も「勝って、男子ツアーを盛り上げ
に66をマークした高山忠洋と03年東海クラ
てくれよ」とメッセージを送っていたのだ。
シックでツアー１勝を挙げている川原希の
そして実現したツアー初勝利、それも左
２人だった。
右田社長の目の前での優勝に、「私との約
18番ホールで繰り返し続けられたプレー
束を果たしてくれた高山君にお礼を言いた
オフ３ホール目。高山は３メートルのスラ
い。私の手から優勝カップを渡すことがで
イスラインを強気に打って見事バーディを
き、本当に嬉しい」と、左右田社長は我が
奪い、念願のツアー初優勝を手に入れた。
ことのように高山の初優勝を祝福した。
プロ７年目でやっとつかんだ優勝の二文
「初優勝に最も近い男」とプロ仲間から
字は、同大会を主催する東建コーポレーシ
も言われていた高山が、ひとつの大きな壁
ョン㈱の左右田鑑穂・代表取締役社長との
を打ち破った。次なる目標は「世界中の試
約束 を果たす勝利でもあった。
合に出場すること」だと言う。その第一歩

が、５月下旬に米国以外で初めて行われる
全米オープンの最終予選会（兵庫県・小野
GC）への挑戦だ。小久保先輩の「超一流に
なれ！」の言葉を心に秘め、高山は世界の
舞台を目指してさらなる飛躍を誓った。

新東
名建
物多
が度
誕Ｃ
生Ｃ
！・
名
古
屋
に
クラブハウス前に誕生したのが足湯。ナ
トリウム炭酸水素が多く含まれる自家源泉
100％の天然温泉が湧き出る東建多度CC
・名古屋では、コース内の個室露天風呂の
ほかに足湯を完成。
これには選手達も大喜び。雨中の練習ラ
ウンドを終えた友利勝良（写真）は、湯気の
たつ浴槽に素足をつけて、「疲れた足には
最高やね〜！」と極楽気分を満喫。皆さん
も一度、ゴルフ＆良質の多度温泉を楽しま
れてはいかがだろう。

★ チャレンジトーナメント ★ PRGR CUP（関東）

磨きをかけた 武器 で初優勝を飾った富田雅哉
４月14日、15日の２日間、茨城県のチャ
ーミング・リゾート ワイルドダックCCで行
なわれたチャレンジトーナメントの開幕戦
『PRGR CUP（関東）
』は、富田雅哉が２日
間首位を走って優勝。ツアートーナメント、
チャレンジトーナメントを通じて嬉しい初
優勝を飾った。
昨年のファイナルQTを３位で通過した富
田の武器はドライバーの飛距離だ。昨年の
ドライビングディスタンスは平均294.76ヤ
ードで３位。しかし、この武器もひとつ間
違うとヒッカケという両刃の剣だった。
今オフ、米国ツアーで活躍する先輩・田
中秀道にアドバイスを受け、左に曲がりに
くい打ち方を懸命に練習した富田。徐々に

安定したティショットを武器に開幕戦を制した富田

安定感を増したティショットは、パッティ
ングに集中できる相乗効果をもたらし、今
年に入ってからローカルトーナメントなが
ら中部アマプロ選手権優勝、岐阜オープン
３位という成績を残した。そしてつかんだ
今回のチャレンジ初勝利が、富田にどれだ
け大きな自信を与えたかは計り知れない。
「この優勝は今年の２月に生まれてきた子
供への記念になりました。いつも助けても
らっている妻と子供たちに感謝します」と、
富田は喜びを語った。
飛距離という武器に磨きをかけ、勝つ喜
びを知った富田は、この優勝によって６月
30日より行なわれる「日本ゴルフツアー選
手権宍戸ヒルズカップ」への切符を手に入
れた。大舞台でどんなパフォーマンスを見
せてくれるか、注目される。

「ルールこぼれ話」第21話
「東建ホームメイトカップ」は2日目
男 子ツアーが本格的に始まりました。今年の開幕戦となった
に雪に見舞われ54ホールに競技は短縮されましたが、プレーオフ3ホール目で決着するなど初
戦から白熱したゲームでした。
さて、今年も毎試合競技委員から提出されるルーリングシートから裁定を説明しましょう。
① 東建ホームメイトカップ

② PRGR CUP（関東）

誤球をプレーした後で、自分の球をプレーしようと
したら同伴競技者のキャディに拾い上げられていた。

その日に使用していた球とは異なる球をドロ
ップしてしまった。

【状況】１日目、17番ホール
（パー５）
のセカンド地点で競
技委員の要請があった。
誤球をプレーしてしまったプレーヤーが改めて
自分の球をプレーしようとしたところ、その球は
すでに同伴競技者のキャディによって拾い上げら
れていた。
【裁定】止まっている球が局外者によって動かされても誰
にも罰はなく、動かされたその球はリプレースさ
れなければいけません。
しかし球を拾い上げたキャディが、リプレース
する場所を特定できなかったので、競技委員は規
則20−３C「プレースやリプレースする箇所を確
定できない場合」にしたがって、球があったと思
われる箇所に、プレーヤーにその球をドロップさ
せました。プレーヤーは誤球の２ペナルティを加
え、ドロップした球を第４打目としてプレーしま
した。
読者の皆さん、同伴競技者が同一タイプの球を
使用することがよくあります。正球をプレーする
責任はプレーヤー自身にありますので、自分の球
に識別のマークを付けたり、番号をよく確認して、
余分なペナルティを払わないように注意してプレ
ーしましょう。
【適用規則】規則18―１「局外者により、止まっている球
が動かされた場合」
、規則20―３C「プレースやリ
プレースする箇所を確定できない場合」

【状況】決勝日の18番ホール（パー４）
のセカンド地点で競
技委員の要請があった。
左サイドにあるラテラル・ウォーターハザード
に球を入れてしまったプレーヤーは、球がラテラ
ル・ウォーターハザードの限界を最後に横切った
地点から２クラブレングス以内で、ホールに近づ
かない所に別の球をドロップした。
しかし、その球はその日のプレーに使用してい
たのとは異なり、練習日にテストした違うタイプ
の球でした。
【裁定】競技委員は間違って取り替えられたり、規則に反
してドロップされた球は、プレーする前であれば
罰なしに球を拾い上げ、正しい処置を取り直すこ
とができることを伝えました。
プロトーナメントでは、競技の条件に「ワンボ
ール条件」を適用しています。正規のラウンド中、
プレーヤーが使用する球は同じブランド・同じタ
イプの球でなければならず、これに違反するとペ
ナルティが課されます。皆さんが参加する競技が
「ワンボール条件」を適用しているか、スタート
前によく確認してください。
尚、この規則に関しては規則書の162ページ「ワ
ンボール条件」の注と規則20―６をお読みくださ
い。
【適用規則】規則20−６「間違って取り替えられたり、ド
ロップやプレースされた球の拾い上げ」

ＪＧＴＯホームページから「Tour News」をダウンロード
本紙「Tour News」は日本ゴルフツアー機構のホームページでもご覧いただけます。バックナンバーも揃えてありますのでご利用下さい。

ＵＲＬ http://www.jgto.org/
オフィシャルメールニュース
◆ジャパンゴルフツアー「プレーヤーズラウンジ」のご案内◆
ジャパンゴルフツアーをもっと身近に、より面白く観戦していただくために、日本ゴルフツアー機構ではオフィシャルメールニュースを配信しています。
◆ご登録方法◆
下記ＵＲＬでファンルームにID登録し、
「メールマガジンの購読を希望する」にチェックを入れて下さい。
購読は無料です。尚、既にご登録済みの方には、自動的に配信されます。

ＵＲＬ http://www.jgto.org/score-j/fanroom/

ストロークプレーの誕生
ゴルフ発祥地には諸説あるが、仮にスコットラ
ンドだとすると1457年の「ゴルフ禁止令」にみる

ロークで回った選手を優勝者とする」と改めた。
これがストロークプレーの始まりだ。

ように、15世紀にはプレーされていた。少なくと

同競技は、それまでマッチプレー、しかも勝ち

も約六百年の歴史がある。なのに、そのうち半分

抜き戦ではなく抽選によって組み合わせが決まり、

以上はマッチプレーだけで戦われてきた。

各対戦で最も大差をつけた者が優勝、つまりＡ対

理由はいくつか考えられる。その一つは、例え

Ｂ、Ｃ対Ｄ、Ｅ対Ｆ…といった対戦で５＆４で勝

連
載

ば最初の全英オープンが行なわれたプレストウィ

った者より６＆５、それより７＆６の方がより上

ックは12ホール、聖地といわれるセントアンドリ

位というわけだ。これだと弱い者と対戦した方が

ュースは22ホール（当初は11ホール）、リースは５

有利で、実力接近なら不利となるのは明らかで、

9

ホール…といった具合に、コースによってホール

改める必要があった。ちなみに22ホール時代唯一

数が異なり、スコアの合計で争うという発想は生

残された同コースのスコア記録は1764年にＥ・セ

まれにくかったのだろう。従って、今では当たり

ントクレアが出した121とのこと。

前のようになっているストロークプレー（メダル
プレー）が考案されるのは意外と遅い。

ストロークプレーの考案で、後にパー（それ以
前はボギー）やハンディキャップの設定、コース

1759年5月9日、セントアンドリュースはそ

レートの算定…等々、マッチプレーになかった面

の５年前に創設されたシルバークラブ競技の規則

を生んだが「なによりも紙と鉛筆が必要になった

を「22ホールあるフィールド全体を、最少のスト

こと」が、それまでとの大きな違いかもしれない。

初の学生王者
現存する日本最古のゴルフ競技といえば、日本

田
中
實
︵
ゴ
ル
フ
ラ
イ
タ
ー
︶

なかった。

アマ選手権だ。1907年
（明治40年）10月に14選手が

先行する社会人の壁を最初に破ったのは東京帝

出場して神戸ＧＣで第一回が開催された。26年（大

国大学生の原田盛治だった。同大会決勝は1939

正15年）の日本プロ、27年（昭和２年）の日本オー

年5月6日、49選手が参加して武蔵野ＣＣ藤ヶ谷

プンより約20年早い。ただ 日本 といっても、実

（千葉）で行なわれた。予選のストロークプレーで

体は神戸や横浜にあった根岸競馬場内のニッポン

は三好徳行が152でメダリスト、原田は２打差の

レースクラブ・ゴルフィングアソシエーションの

２位で通過した。16人によるマッチプレーとなり、

会員で、外国人ばかりだった。同大会に日本選手

原田は村山捨吉、小菅隆三、成宮喜兵衛を破り、

が初めて出場するのは16年の根岸での大会といわ

準決勝で三好を12＆10の大差で降した米国仕込み

れる。米国でゴルフを覚えた一色虎児で、13位に

の佐藤儀一と対戦した。この時佐藤には大会４連

入っている。

覇が掛かっていた。

会場は17年までは神戸と根岸を交互に使ってい

しかし、原田は１、３、４番とアップし終始リ

たが、18年に東京ＧＣが加わり、その時に井上信

ード、危なげなく７＆６で優勝を飾った。原田は

が日本選手としての初優勝となった。初期のゴル

当時22歳。同年には日本学生、関東アマ優勝、日

ファーは実社会での有力者ばかり。今日のように

本オープン10位でベストアマ（久保田瑞穂とタイ）

社会人と学生が互いに鎬を削る、という図式では

も獲得している。

最長プレーオフ
最上位者がタイスコアとなった時プレーオフと

ンズも４ホール目ダブルボギーで退いた。残るは

なるが、その方式はあらかじめホール数を決めて

全英オープン５勝、同大会初代勝者のトムソンと、

合計スコアで争う方法とスコアに差がついたホー

日本に限ればその時点で９勝と実績があるマーシ

ルで即座に終わるサドンデスがある。現在サドン

ュ。８ホール目をともにボギーとした以外はパー

デスが主流となっているのは、結果を早く知りた

を重ね、11ホール目からは10番
（パー４）と18番に

いというファンの欲求や時間に限りがあるテレビ

変った。

放映の影響が大といえよう。そのサドンデス、一
体どこまで続くものなのだろう。
1976年5月23日のペプシ・ウイルソン最終

月
5

決着は14ホール目の18番。マーシュが第２打を
崖下に落とし、３打目の寄せも乗らずボギーとし
た。プレーオフ開始から３時間15分が経過、両者

日（宇部ＣＣ万年池）。68で回ったピーター・トム

ともその日予定していたマニラ行きの飛行機に遅

ソン、ブライアン・ジョーンズ、69のグラハム・

れてしまった。

マーシュ、そして72の宮本省三と、四人が５アン

それまでの日本記録は70年中日クラウンズで安

ダー211（雨で１ラウンドは中止）で並んだ。宮本

田春雄が勝った時の９ホール。米ツアーでは49年

以外は豪州選手というのも珍しい。

６月モーターシティオープンでのＣ・ミドルコフ

17番（パー３）と18番（パー４）を交互に使ってプ

とＬ・マングラム戦。これは11ホールを戦ったが

レーオフ。地元の宮本は最初のホールをボギーと

勝負がつかず、お互いの合意で両者優勝となって

して真っ先に姿を消した。豪州勢最年少のジョー

いる。

Information
六本木ヒルズで日本ゴルフツアー選手権の
スペシャルイベント「ファンとの集い」を開催
６月30日から茨城県の宍戸ヒルズCCで行なわれる「日本ゴルフツア
ー選手権宍戸ヒルズカップ」に先がけて、出場選手のトークショーや
チャリティオークションなどで楽しむ「ファンとの集い」
（主催・日本
ゴルフツアー機構、ジャパンゴルフツアー選手会、
共催・森ビル㈱）が開催される。
６月12日（日）午後１時から４時の予定で、場所は
六本木ヒルズアリーナ。当日は選手会長の横田真一
をはじめ深堀圭一郎や手嶋多一、ベテランの芹澤信
雄、昨年惜しくもプレーオフで敗れた近藤智弘らが
横田真一
来場を予定している。午後２時からの「トークショ
ー」では今年のJGT選手権の見どころや各種イベン
トの紹介のほか、普段聞くことができない練習方法
や試合中の駆け引き、オフの過ごし方など楽しいト
ークを聞くことができる。
午後２時40分からは予選を勝ち上がった親子がプ
近藤智弘
ロとチームを組んで「アトラクション」に挑戦。ま
た午後３時30分からはスマトラ沖地震被災地チャリティの「オークシ
ョン」も行なわれる。ゴルフグッズやプロ愛用のお宝グッズなど、日
ごろお目にかかれない逸品が出品される。ゴルフファンならずとも手
にしたいものばかりだ。６月12日は六本木ヒルズでプロゴルファーと
楽しい一日を過ごしてはいかがだろう。

JGT選手権の前売ギャラリー入場券を発売中！
今年も熱い戦いが期待できる「日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズ
カップ」の前売ギャラリー入場券が発売された。尚、高校生以下は入
場無料。
★前売観戦セット券 10,000円（税込）
・各日共通観戦券４枚つづり
６／30（木）、７／１（金）に限り、１枚で２名様まで入場可
・宍戸ヒルズCC体験プレー割引券１枚（1組3,000円割引）
・ギャラリーサービス抽選券１枚
★前売木・金曜日観戦券 各日2,000円［当日3,000円］
（税込）
・６／30（木）、７／１（金）のいずれか１日のみ有効
・１枚１名様に限り有効
★前売土・日曜日観戦券 各日3,000円［当日4,000円］
（税込）
・７／２（土）、７／３（日）のいずれか１日のみ有効
・１枚１名様に限り有効
★練習ラウンド観戦券 1,000円（税込）
・６／29（水）のみ有効、この日に限りカメラ撮影は可
［前売観戦券発売所］
前売観戦券は、全国の＊チケットぴあ、＊ローソンチケット、＊CN
プレイガイド、＊イープラス、＊サンクス、＊JTBの各店頭でお買い
求めできます。

特別協賛社に㈱ドームを迎え、新しく生まれ変わった
「アンダーアーマーKBCオーガスタゴルフトーナメント2005」
昨年まで「久光製薬KBCオーガスタ」として親しまれていた大会が、
今年から特別協賛社に㈱ドームを迎えて「アンダーアーマーKBCオー
ガスタゴルフトーナメント2005」
（８月25日〜28日）となった。
大会名の冠 アンダーアーマー は、アスリートのための画期的な
アンダーウェアで多くのトップアスリートたちに愛用されている。㈱
ドームはこの アンダーアーマー の日本総代理店。
「KBCオーガスタ」はツアー制度が施行された1973年より開催され、今

年で33回目を迎える伝統ある
大会。㈱ドームの安田秀一代
表取締役は、「歴史ある素晴
らしいトーナメントをサポー
トさせていただけることは、
とても光栄です。アンダーア
ーマーの培ってきた戦う男た
ちのイメージで大会を包み込
み、トップアスリートたちの
アンダーアーマー を冠に迎えた伝統ある
真剣勝負による新たな感動と KBCオーガスタ
興奮を伝えたい」と抱負を語られた。ジャパンゴルフツアーで唯一の高
麗グリーンとなる開催コースの芥屋ゴルフ倶楽部は、現在すでに10.5
フィートのグリーンの速さをキープ。新たに生まれ変わったトップア
スリートたちによる 真夏の祭典 が注目される。

JGTO 理事長・島田幸作が、地元・宝塚市に
スナッグゴルフ・コーチングセットを寄贈
1962年に名門・宝塚GCに入り、64年プロ入りした島田理事長。現
役時代には日本オープン、日本プロ、関西オープン、関西プロの公式
戦４大タイトルを制覇したグランドスラマーとしてトッププロの座に
君臨。ツアー生活を退いた後も宝塚GCを拠点にして後進の指導にあ
たってきた。
今回、スナッグゴルフ・コーチ
ングセットを弟子の一人である安
井純子プロと１セットずつ宝塚市
に寄贈した島田理事長は、「この
セットでゴルフを覚えた子供たち
の中から、宮里藍選手のような優
宝塚市にコーチングセットを寄贈した安井プ れた人材がここ宝塚から誕生して
ロ（写真・左）と島田理事長。右は渡部市長
くれたら嬉しい」とニッコリ。渡
部完・宝塚市長もゴルフがルールとマナーを重視するスポーツである
点にも着目して、「これを機会に技術と人柄を兼ね備えた優れたゴル
ファーを、ここ宝塚から輩出させたい」と抱負を語られた。
寄贈されたコーチングセットは宝塚市教育委員会と市立中山桜台小
学校に贈られ、４月25日（月）、安井プロが中山桜台小学校を訪問し
て子供たちに直接指導を行なった。

日本プロゴルフ選手権に
加納実智雄JGTO競技委員を派遣
日本ゴルフツアー機構は、（社）日本プロゴルフ協会
から依頼された「第73回日本プロゴルフ選手権」（５
月12日〜15日、熊本県・玉名CC）の競技委員に加納実
智雄JGTO競技委員を派遣することを決定。加納競技
委員は昨年の日本オープンにも派遣されている。

加納実智雄
JGTO競技委員

トーナメント開催要項の変更
９月26日（月）、新千葉CCで行なわれる「第一興商CUP第31回平尾
昌晃プロアマチャリティゴルフ」の大会名称などが下記のとおり変更
された。
＊大会名称
（変更前）第一興商CUP第31回平尾昌晃プロアマチャリティゴルフ
（変更後）第一興商CUP第31回平尾昌晃チャリティゴルフ
＊主催
（変更前）NPO法人ラブ&ハーモニー基金
（変更後）NPO法人ラブ&ハーモニー基金平尾昌晃音楽事務所
＊企画
（変更前）平尾昌晃ミュージックオフィス
（変更後）平尾昌晃音楽事務所

2005 Qualifying Tournament Information

「ファーストクォリファイングトーナメント」
「ファース
ーストクォリファイングトーナメント」の
エントリーを開始
エ
開始！ 6月1日より
ツアープレーヤーの登竜門となる2005年度「クォリファイングトーナメント」
の実施要項が決定。8月23日（火）より行なわれる「ファーストクォリファイン
グトーナメント」の参加申し込みがいよいよ6月1日より始まる。
1stクォリファイングトーナメント
（54ホール）
の日程及び会場
期

日

05年 8月23日
（火）
〜 8月25日
（木）
昨年のファイナルQTを1位通過した前田雄大

8月30日
（火）
〜 9月 1日
（木）

●谷原、
星野、近藤らもQT経験者
クォリファイングトーナメント（QT）
は、
日本ゴルフツアー機構が主催・主管するツ
アートーナメント及びチャレンジトーナメ
ントへの出場資格（ツアーメンバー資格）を
獲得するためのトーナメント。
過去、このQTを通ってツアーに参戦し、
念願のシード権を獲得した選手に谷原秀人、
星野英正、近藤智弘、S.K.ホ、Y.E.ヤンら多
くの選手たちがいる。
昨年はファーストQTからファイナルQT
までの４つのトーナメントに延べ2054名が
挑戦、最終的に100名が今季のツアーメンバ
ーの資格を獲得した。これまでファースト
QTから参戦してセカンド、サードを突破
してファイナルQTに進出。見事ツアーメン
バーとなった例もあり、まずはファースト
QTに挑戦してツアープレーヤーへの第一
歩を踏み出してみてはいかがだろう。

8月31日
（水）
〜 9月 2日
（金）

①
②
③
④
⑤
⑥

会

場

鷹彦スリーカントリー（茨城県）
房総カントリークラブ房総ゴルフ場（千葉県）
六甲国際ゴルフ倶楽部西コース（兵庫県）
カントリークラブ・ザ・レイクス（茨城県）
鬼ノ城ゴルフ倶楽部（岡山県）
ミッションバレーゴルフクラブ（福岡県）

2ndクォリファイングトーナメント
（72ホール）
の日程及び会場
期

日

05年 9月13日
（火）
〜 9月16日
（金）

9月27日
（火）
〜 9月30日
（金）

10月 4日
（火）
〜10月 7日
（金）
10月18日
（火）
〜10月21日
（金）

NO.

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

会

場

富岡バーディクラブ（群馬県）
美浦ゴルフ倶楽部（茨城県）
有馬ロイヤルゴルフクラブ ノーブルコース（兵庫県）
オリムピックゴルフ倶楽部（兵庫県）
セベ・バレステロスゴルフクラブ（茨城県）
馬頭後楽園ゴルフコース&ホテル（栃木県）
かさぎゴルフ倶楽部（京都府）
パインレークゴルフクラブ（兵庫県）
ローモンドカントリー倶楽部（三重県）
五浦庭園カントリークラブ（福島県）
ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部（福島県）
備中高原北房カントリー倶楽部（岡山県）
富士カントリー大多喜城倶楽部（千葉県）

3rdクォリファイングトーナメント
（72ホール）
の日程及び会場
期

日

05年11月 8日
（火）
〜11月11日
（金）

●ファーストQTの出場資格
①1999〜2004年度のファーストQT出場者。
②日本ゴルフ場支配人会連合会加盟ゴルフ
場の所属責任者の署名捺印を受けた者。
③全日本ゴルフ練習場連盟加盟練習場の所
属責任者の署名捺印を受けた者。
④静岡県ゴルフ場協会加盟ゴルフ場の所属
責任者の署名捺印を受けた者。
⑤日本ゴルフ協会ハンディキャップ３以内
の者及びUSGAか各国ゴルフ協会採用の
ハンディキャップシステムに基づくハン
ディキャップ３以内の者（ハンディキャ
ップを証明する書類を提出）。
⑥日本国内の高校ゴルフ部在籍経験者（学
校が認めた部活動に３年間在籍）、または
大学ゴルフ部在籍経験者（全日本学生ゴ
ルフ連盟に４年間在籍）で所属責任者の
署名捺印を受けた者。
⑦日本プロゴルフ協会ティーチングプロ会員。
⑧その他上記以外で日本ゴルフツアー機構
が承認した者。

NO.

11月15日
（火）
〜11月18日
（金）

NO.

①
②
③
④
⑤
⑥

会

場

太平洋クラブ&アソシエイツ 益子コース（栃木県）
ホウライカントリー倶楽部（栃木県）
小野東洋ゴルフ倶楽部（兵庫県）
チャーミング・リゾート ワイルドダックカントリークラブ（茨城県）
下関ゴールデンゴルフクラブ（山口県）
山陽ゴルフ倶楽部（岡山県）

ファイナルクォリファイングトーナメント
（108ホール）
の日程及び会場
期

日

予 選：05年11月30日
（水）
〜12月 3日
（土）
決 勝：05年12月 4日
（日）
〜12月 5日
（月）

※セカンドQT以降の出場資格については、
申込書及びホームページを参照。
●申込方法及び受付期間
指定の参加申込書に氏名、住所、電話番
号、Eメールアドレス（お持ちの方）、出場資
格（ナンバー）、希望会場（ナンバー）を記入
し、必ず自署捺印の上、エントリーフィ入
金済振込み証のコピーを参加申込書の裏面
にのり付けし、所定の封筒にて書留で送付。
ファースト、セカンドQTの申込受付期間
は以下のとおり（サード、ファイナルQTに

NO.

①
②
①

会

場

くまもと中央カントリークラブ（熊本県）
グランドチャンピオンゴルフクラブ（熊本県）
くまもと中央カントリークラブ（熊本県）

ついては、申込書及びホームページを参照）
。
①ファーストQT（当日の消印有効）
2005年6月1日
（水）〜6月10日（金）
②セカンドQT（当日の消印有効)
2005年7月1日
（金）〜7月11日（月）
●連絡先
問い合わせは日本ゴルフツアー機構クォ
リファイングトーナメント実行委員会まで。
TEL. 03-3585-7041 FAX. 03-3585-7383
Eメール：qt@jgto.org
ホームページ：http://www.jgto.org

