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『第5回 JGTOゴルフトーナメント功労賞』

故・小野光一氏が受賞
日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ3日目（7月2日）のスターターズ
タイムを利用して行なわれる『JGTOゴルフトーナメント功労賞』の授賞式。
第5回目の今年は往年の名プレーヤーである故・小野光一氏に決まりました。

『JGTOゴルフトーナメント功労賞』は、
日本のゴルフトーナメント界の発展に多大
なる貢献をした方を表彰し、その功績を永
くたたえる趣旨で2001年に設定しました。
選考委員はゴルフジャーナリスト14名、
ジャパンゴルフツアー選手会理事のJGTO
理事会メンバー４名の計18名と、日本ゴル
フツアー機構公式ホームページにおいて投
票をいただいたゴルフファンによって構成。
その選考委員会より選出された表彰対象者
を日本ゴルフツアー機構の最高意思決定機
関である理事会へ提出し、最終的に受賞者
を決定します。
過去４回の受賞者は、01年中村寅吉氏、
02年故・宮本留吉氏、03年林由郎氏、昨年
は故・戸田藤一郎氏と陳清波氏で、第５回
目の今年は故・小野光一氏に決定いたしま
した。

カナダカップ優勝の立役者
小野氏がプロゴルファーを目指して、旧
満州
（中国東北部）
の大連から日本にやって
きたのは1937年
（昭和12年）。
戦争の影が忍び寄ってきた
時期でした。
小野氏は霞ヶ関CCに１年
間いた後、程ヶ谷CCに移っ
て修行し、のちにフェアウ
ェイウッドの名手と呼ばれ
る下地を築きました。
小野氏の初タイトルは、
1949年
（昭和24年）
の関東プ
ロ、30歳と意外に遅い優勝
でした。戦争で競技がなか
ったためです。
その後日本オープン、日
本プロ、関東プロと優勝を
飾りましたが、なんと言っ

ても小野氏の名前を不動のものとしたのが、
1957年（昭和32年）
、霞ヶ関CCで行なわれた
第５回カナダカップ
（現ワールドカップ）
で
す。小野氏38歳のときでした。
1955年（昭和30年）
の日本オープン優勝後、
孫士鈞から小野光一と日本名を名乗るよう
になり、そしてカナダカップの日本代表に
選ばれた小野氏は、「私を日本代表にして
くれたことが大変うれしい。国のために絶
対頑張る」と、大いに燃えたといわれます。
カナダカップはサム・スニード、ジミー・
デマレの強豪を擁する米国が優勝候補の筆
頭でしたが、小野氏と中村寅吉氏が組んだ
日本は、その米国に９打差をつける圧勝で
見事団体優勝を遂げました。
この 快挙 は、小野氏の存在なくして
語ることはできません。
霞ヶ関CCで修行を積んだ経験を生かして、
難しい高麗グリーンを適確に読むとともに、
上空はアゲンストでも地上はフォローとい
った霞ヶ関CC特有の厄介な風
小野光一氏（1919―2000）
☆主な優勝歴
向きなどを熟知していたから
日本オープン３勝（’51、’53、’55）
です。
日本プロ１勝（’55）
関東プロ５勝（’49、’58、’59、’62、’63）
個人優勝を飾った中村氏は
カナダカップ代表４回（’55、’57、’58、
’60）
「小野君にずいぶん助けられ
た」と語っています。小野氏
も個人戦５位の成績を収めま
した。
この優勝をきっかけにして、
日本にゴルフブームが起きた
のはご承知のとおり。小野氏
はまさに『日本のゴルフトー
ナメント界の発展に多大なる
貢献をした』偉人。
日本ゴルフツアー機構は大
勢のゴルフファンとともに、
小野氏の功績をたたえたいと
思います。

JGT Championship

『日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ』
の見どころ
日本ゴルフツアー機構
競技運営・国際シニアディレクター

山中 博史

毎年、見ている人をハラハラドキドキさ
せる『日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズ
カップ』。今年も予断を許さない。
そこで山
中博史トーナメントディレクターに、今年
の見どころを挙げてもらった。

チャンピオンシップにふさわしい
フェアなコースセッティング

る皆さんには凄く面白かっ
たと思いますが、選手たち
にとっては全神経を集中し、
勇気を持ってパットしなければならない難
しいグリーンだったと思います。
それにもかかわらず、大会後、選手たち
からは「とてもフェアなコースセッティン
グだった」との声が届き、また選手会のア
ンケートでも昨年のツアーの中でグリーン
のコンディション部門で１位の評価を得た
ことは、私たちにとって何よりの喜びであ
るとともに自信にもなりました。
今年も昨年同様のスリリングなグリーン
コンディションとなるでしょう。ピンを狙
うショットの切れ味と、勇気を持って打つ
パッティングの妙にご注目ください。

宍戸ヒルズカントリークラブ西コース
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4.335
4
ー選手権』
。1999年、日本ゴルフツアー機構
4.156
10
が日本プロゴルフ協会から独立したときに、
4.249
6
「自分たちのチャンピオンシップを作りた
3.086
14
い」「プレーヤーズ選手権を作りたい」と
4.312
5
5.217
8
いった選手たちの熱い声をきっかけにして、
3.136
11
2000年から ツアープレーヤーNo.1を決め
4.683
1
る大会 として誕生しました。
4.433
3
私は第１回大会からトーナメントディレ
全長7,147ヤード、パー70
クターとして携わっていますが、ツアープ
の難コース
レーヤーNo.1決定戦にふさわしいエキサイ
*は昨年の500YARD、PAR5のデータ
2003年から開催コースとなっている宍戸
ティングな舞台づくり――コースセッティ
ヒルズCCのご協力もあり、今年もツアー選
10番ホールがより厳しくなるので、インに
ング、コースコンディションそして選手が
手権にふさわしい素晴らしい舞台が用意で
入ってから選手たちにかかるプレッシャー
試合に集中できて持てる力を十二分に発揮
きました。全長7,147ヤード、パー70。昨年
は昨年以上のものだと思います。大詰めを
できる環境づくりに重点をおいてきました。
よりも23ヤード短く
迎えて精神的な強さがなければ、絶対にチ
コースセッ
最終18番ホールで、今年はどんなドラマが生まれるのだろう
なりますが、パーが
ャンピオンにはなれないコースなのです。
ティングにつ
71から70となります。
そのことは過去のチャンピオンたちの顔ぶ
いては、いい
昨年、ある選手は宍
れが証明しています。体技心を兼ね備え、
ショットに対
戸ヒルズCCを「気の
総合力に優れた選手だけが優勝争いに加わ
しては次打で
遠くなるくらい難し
れるコースセッティングは、今年も手に汗
きちんとした
いコース」と評しま
を握る展開となるでしょう。
ショットが打
したが、今年も厳し
てるチャンス
コースで、テレビで楽しむ
いコースとなります。
を与え、ミス
ツアー選手権
大きな変更は２番
ショットには
ホールです。昨年は500ヤードのパー５でし
ペナルティが付くというコンセプトを担当
ツアーでは今年から選手会と協力して、
たが、今年はフロントティを使用して480ヤ
理事の鈴木規夫さんとつくりました。いた
ホールアウト後にサインスペースを設けて、
ード、パー４となります。傾斜のきつい３
ずらにコースを難しくするのではなく、し
ギャラリーの皆さんと選手が触れ合える場
段グリーンを擁するこのホールは、昨年は
っかりしたコースマネジメントをもって、
所を提供しています。18ホールをプレーし
18ホールの中で最もバーディが取りやすい
挑戦し甲斐のあるフェアなコース。それが
ているときの厳しい表情とは違う選手たち
ホールでした。
いい試合を生み出すのに絶対に欠かせない
の違った一面を知る絶好の機会。そのメリ
今年はおそらくセカンドで使用するクラ
要素、つまりステージづくりだからです。
ハリを見るのもトーナメント観戦のひとつ
ブは５〜７番アイアンになると思いますが、
の楽しみです。
選手たちから評価を得た
３段グリーンに切られたピンと同じ面を狙
一方、コースに足を運べない方は、NHK
硬くて速いグリーン
わなければいけません。選手たちの研ぎ澄
のテレビ中継をお楽しみ下さい。ツアー選
まされたアイアンの距離感と技術が試され
手権の模様は、日本では珍しく４日間テレ
昨年は梅雨の時期の開催にもかかわらず
る難しいホールに変貌すると思われます。
ビ中継されます。NHKでは木、金曜日の予
４日間好天に恵まれ、予想以上にグリーン
もうひとつの変更が10番ホールのパー４
選ラウンドをBSハイビジョンで放映します。
が硬く、速くなりました。グリーンのスピ
です。昨年も457ヤードと距離がタップリあ
また、最終日は総合テレビとBSハイビジ
ードはスティンプメーター表示で12 . 5〜13
り、難易度４番目のホールでしたが、今年
ョンで３時間にわたって生放送されます。
フィート（通常のトーナメントは10 . 5〜11
はさらに距離を延ばして475ヤードのパー４
特に終盤に難ホールが続く宍戸ヒルズCCの
フィート）でしたが、昨年の最終日はそれ
となります。
場合、最後の最後まで何が起こるか分かり
以上のスピードが出てしまい、そのスピー
宍戸ヒルズCCは終盤の14、15、17、18番
ません。生放送だからこそ伝わる現場の緊
ドに対応したピンの位置は、最高に難しい
ホールと難しいホールが続きます。今年は
張感を楽しんでいただきたいと思います。
ホールロケーションとなりました。見てい

SNAG GOLF MATCH-JGTO CUP

『第3回スナッグゴルフ対抗戦JGTOカップ』開催
今年で3回目を迎える『スナッグゴルフ対抗戦ＪＧＴＯカップ』は、過去最高となる20校120名
の子供たちが、日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップの会場に全国から集まってきます。
昨年はスナッグゴルフの普及率が高い茨城県と静岡県で予選会が実施されましたが、現在、全
国約150校の小学校でスナッグゴルフが導入されていることもあり、今年は茨城、静岡両県の
ほかに、東京都、千葉県東、千葉県西、兵庫県の6つの地域で予選会が行なわれ、のべ36校
216名の子どもたちが参加しました。

他県他校の子供たちと
交流を図るゴルフセミナー
今年の大会では新たな試みと
して、大会終了後の夜に、茨城
県教育研修センターで「小学生
ゴルフセミナー」を実施いたし
ます。
セミナー（主催：茨城県友部
町教育委員会、日本ゴルフツア
ー機構、後援：茨城県教育庁）
は、
対抗戦参加児童120名と引率・応
援者など約300名が参加して行なわれます。
全国から集まってきた子供たちの出会い
と思い出づくりを柱に、茨城県教育庁生涯
学習課社会教育主事の橘川栄作氏を講師に
招いて「ゴルフと生活における目標
（パー）
の設定と結果分析」というテーマで実施さ
れます。
「第3回スナッグゴルフ対抗戦JGTOカップ」
実施要項
名

称

第3回スナッグゴルフ対抗戦
JGTOカップ
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日本ゴルフツアー機構
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日本航空

コーポレート
サ ポ ート

森ビル株式会社
宍戸ヒルズカントリークラブ

後

茨城県教育委員会、茨城県友部町、
茨城県友部町教育委員会、日本ジュ
ニアゴルファー育成協議会、朝日新
聞社、朝日小学生新聞、日刊スポー
ツ新聞社、日本ケーブルテレビジョ
ン（ザ・ゴルフ・チャンネル）

援

開催日程

2005年7月2日（土）
13：00より予定
※雨天の場合7月3日（日）に順延

会

宍戸ヒルズカントリークラブ

場

出場資格

テレビ放映

・全国の小学校から１校１チームと
し、チームは 2 年生から 4 年生で
編成
・同一地域からの出場希望が複数校
ある場合には、全国的なバランス
を見極めて、JGTOにて地域別の
出場校数を判断し、各地域での予
選にて出場校を選定する
・前年度上位3校は出場資格を得る
ザ・ゴルフ・チャンネル
（CS・ケーブル）
8月27日（土）
13：30〜14：30（予定）

子どもたちは限られた時間で地域の壁を
越え、他県他校の子どもたちと交流を図っ
てグループに分かれます。そして出される
テーマに対して、グループ内の他校の児童
たちと協力して、自分が感じた気持ちを８
色のマジックを使って模造紙に表現してい
きます。自分と他の人たちとの考えの違い
を気付かせる教育プログラムで、対抗戦以
上に楽しみなイベントとなりそうです。

プロと手を繋いでスタートホールへ
対抗戦翌日のJGT選手権の最終日（７月
３日）には、昨年に引き続いて子供たちが
プロと手を繋いでティグラウンドに上がる
「キッズエスコート」を実施いたします。
最終日の１番ティグラウンドは、大観衆
の拍手と声援に包まれる檜舞台。そこに飛
び込んでいく子供たちのドキドキする鼓動
が聞こえてきそうです。子供たちの晴れ姿
をお楽しみ下さい。

『第3回スナッグゴルフ対抗戦ＪＧＴＯカップ』参加予定校
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友部町立北川根小学校
友部町立宍戸小学校
笠間市立箱田小学校
笠間市立稲田小学校
友部町立友部第二小学校
立教小学校
多摩市立東寺方小学校
成蹊小学校
多古町立多古第二小学校
多古町立久賀小学校
印西市立大森小学校
森町立三倉小学校
磐田市立長野小学校
須磨浦学園須磨浦小学校
西宮市立苦楽園小学校
東広島市立三ツ城小学校
柳井市立柳東小学校
安来市立赤江小学校
那覇市立壺屋小学校
名護市立大北小学校

茨城県西茨城郡友部町
茨城県西茨城郡友部町
茨城県笠間市
茨城県笠間市
茨城県西茨城郡友部町
東京都豊島区
東京都多摩市
東京都武蔵野市
千葉県香取郡多古町
千葉県香取郡多古町
千葉県印西市
静岡県周智郡森町
静岡県磐田市
兵庫県神戸市須磨区
兵庫県西宮市
広島県東広島市
山口県柳井市
島根県安来市赤江町
沖縄県那覇市
沖縄県名護市

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◆
「プレーヤーズラウンジ」は、ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)より発信されます。
日本ゴルフツアー機構のホームページのファンルームよりGDOのサイトへ登録していただき、
新規会員登録中にメールマガジン購読を希望する欄がございますので、購読希望としてください。

Spot Light
「ツアーに刺激を与える意味でも、
シード選手最年少の
僕が優勝しなければ…」
宮里優作
応えたいですね。
2002年の暮れにプロ入りを表明し、翌年
の開幕戦から主催者推薦枠でツアーに出場
宮里さんは選手会の広報担当
した宮里優作。５試合目の「JCBクラシック
理事でもあります 。今年からホ
仙台」で２位に入り、５試合での合計獲得
ールアウト後にサインエリアを設
賞金額が前年度上位70番目の賞金シードの
けるなどファンサービスをしてい
ボーターラインを超えたため、『主催者推
ますが、それも大切ですよね。
薦による出場競技数最大６試合』の規制が
そう思います。実は僕がジュニ
解除。この年12試合に出場して、賞金ラン
アのとき、プロのサインが欲しか
キング54位に入りツアー１年目 宮里優作（みやざと ゆうさく）
ったのですが貰えなかったことが
1980年６月19日生まれ
でシード権を確保した。
あったんです。ガッカリですよ。
沖縄県出身
QTもプロテストも受けずにツ 身長170cm、体重70kg
だから僕はプロに入ったときから
アープレーヤーとなったのは、 東北福祉大学を卒業した2002
サインをするようにしていますし、
日本アマ、日本オープンローアマ、日
年12月26日にプロ転向。2003
本学生など数々のタイトルを引っさげ
宮里優作しかいない。
プロとしてファンサービスは当た
年１月の米ツアー・ソニーオ
てプロ入りした宮里優作。
り前のことだと思っています。プ
過去2シーズンを振り返って、 ープンでプロデビュー（72位
タイ）し、国内ツアーは開幕
今年、ツアー 3 シーズン目を戦う宮里
ロは夢を与えるのが仕事ですから。
いかがですか？
戦の「東建ホームメイトカッ
に、まだ勝利の女神は微笑まない。男
プ」
（
14位タイ）
から参戦した。
そうすれば来年もまたトーナメン
賞金シードはずっと取ってい
子ツアーを背負うエースと期待される
●獲得賞金とランキング
トを見に来てくれるじゃないです
ますが、なかなか上位に入れな
03年=18,970,000円 54位
宮里に、現在の心境を聞いた。
04年=23,904,829円 50位
か。
くて…。いろいろ試行錯誤しな
球筋もドローからフェードに変えましたよね。
がらやっています。プロ入り当時に比べる
ファンサービスの手ごたえは？
はい。いろいろなコースに対応できるよ
と、だいぶましになってきました
（笑）
。
喜んでもらっていると思います。ただ何
うに、去年の中盤からフェードに変えまし
人かの選手だけがファンサービスに頑張っ
周囲は賞金シードでは納得しません（笑）。
た。22年間ずっとドローを打ってきたので、
てもダメだと思います。ツアーに出ている
優勝の期待が渦巻いていると思いますが、
距離感やラインの出し方がまだしっくりこ
選手の一人ひとりが、男子ツアーの人気が
プレッシャーはありませんか?
ない部分がありますが、徐々に形
今ひとつという現状をしっかり認識して、
それはないで
にはなってきているので、もう少
危機感を持って対処することが大事だと思
すが、納得いく
しです。
います。トーナメントは僕たちの仕事場で
プレーがなかな
そのほかにプロになって痛感さ
す。それをもっと増やすにはスポンサーや
かできなくて…。
せられたことは？
ギャラリーの皆さんに喜んでもらうように
自分なりにゴル
モチベーションを含めた体調管
しなければいけません。ここ２、３年が勝
フはしているの
理の難しさですね。アマのときは
負だと思うので、先頭に立ってやっていか
ですが、満足で
試合に照準を合わせてコンディシ
なければと考えています。
きる内容ではま
ョンを整えられましたが、プロは
だありません。
サインのほかに、宮里さんが考えている
試合を戦いながらコンディション
アマチュア時
ファンサービスは？
を上げたり、セーブしなければいけないの
ちょっとしたイベントが欲しいですね。
代にあれだけ活躍されたのに!?
が難しいですね。でも、それもだいぶ分か
最近は前夜祭も少なくなっているので、ギ
プロとアマでは全然違います。アマチュ
ってきました。
ャラリーも入れる
アはパーを取っていけば勝てますが、プロ
前夜祭などが増え
はピンを狙っていくゴルフじゃないと通用
ファンあってのプロ。サインなどの
るといいと思いま
しません。攻めてバーディを取らなければ
ギャラリーサービスは当然のことです。
す。また日本プロ
勝負できませんし、ミスしてもなんとか凌
最近は宮里優作という名前よりも、 藍ち
ではジュニアの子
ぐゴルフじゃないと。そういう意味で、多
ゃんのお兄ちゃん と呼ばれています（笑）。
と一緒にティグラ
少ましになってきたかなと思います。
確かに、間違いない
（笑）。僕にもそのう
ウンドに上がって
もともと攻撃的なゴルフが持ち味の宮里
ち勝つ流れがくると思うので、気にせず地
写真を撮りました
さん。現在の課題は？
道にやるしかないですね。
し、ツアー選手権でも子供と手を繋いでテ
ティショットですね。
地道では困ります（笑）。
ィグラウンドに上がりますよね。サッカー
昨年のドライバーの飛距離は
男子ツアーを盛り上げてもらわないと！
ではないですが、そういうのが随時やれた
296.59ヤードで２位ですが…!?
シード選手の中では僕が一番年下なので、
らいいと思うし、子供たちを募集してもい
54位のフェアウェイキープ率をもっと上
上にも下にも刺激を与える意味でも優勝し
いのではないでしょうか。
げないと（笑）
。それが30位ぐらいまで上が
なければいけないと思っていますし、使命
れば勝負できます。トレーニングの成果も
宮里さんの活躍もファンを喜ばせる大き
感を持ってやっています。最近はジュニア
あって、ヘッドスピードが出てきたのはい
な要素です。
のギャラリーが多くて、個人的にはとって
いんですが、タイミングがちょっと取れな
藍ちゃんを見習って頑張ります
（笑）。
も嬉しく思っているので、なんとか期待に
いところもあって…。
今日はありがとうございました。

「ルールこぼれ話」第23話
今 号は『止まっている球が動いた』状況が報告されました。これは普段の皆さんのプレーでもよ
く起こるケースだと思いますが、皆さんはどのように処置していますか？ トーナメントで実
際に生じた状況と競技委員の裁定をよく読んで、今後のプレーに役立ててください。
① 三菱ダイヤモンドカップゴルフ

同伴競技者の球が当たって、
プレーヤーの
球が動いたとギャラリーが証言
【状況】３日目、15番ホール
（パー４）
のグリーン上で競技
委員の要請があった。後からセカンドショットを
打ったＢの球が、先にグリーンに乗っていたＡの
球に当たり動かしたようだとのことだった。砲台
グリーンのためプレーヤーサイドからは球が動か
されたことは確認できなかったが、「打っていっ
た方向と明らかに違う場所に球が止まっている」
と、プレーヤーＡは主張した。
【裁定】立ち会った競技委員は、そのグリーン周りにいた
ギャラリーの複数証言により、Ａの球は後からス
トロークしたＢの球によって動かされた事実を確
認。プレーヤーＡにギャラリーが言っている最初
に止まっていた箇所にリプレースさせてプレーを
継続することを伝えた。
打ち上げのホールなどでは起こりやすい状況で
すが、証言などが得られずに憶測だけでは球の位
置を戻すことはできません。注意してください。
【適用規則】規則18−５「止まっている球が他の球により
動かされた場合」

なければならなかった。したがって、「６」のス
コアを提出したプレーヤーは過少申告で競技失格
となった。
このプレーヤーは球が動く原因は自分以外には
考えられないと申告してきました。皆さんはこの
ようなケースで自分に厳しくジャッジできますか？
【適用規則】裁定18―２b/４「クラブは地面につけていな
いが、スタンスを取り終わる前に球が動く」 規
則６―６d「スコアの誤記」

カラスが球をくわえて行ってしまった
【状況】１日目、７番ホール
（パー５）
のセカンド地点でカ
ラスに球を持っていかれてしまった。
【裁定】立ち会った競技委員は、近くで一部始終を見てい
たギャラリーの証言により、球があった箇所に別
の球をプレースさせて、罰なしにプレーを続ける
ように伝えた。
普段の皆さんのプレーではギャラリーがいない
ので確証が得られません。カラスが球を持ち去っ
たのを目撃するなど、確かな証拠がない限り紛失
球となってしまいます。
【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」

② JCBクラシック仙台

スタンスを取ろうとしたら球が動いたが、
止まった所からプレーした
【状況】２日目のスタート前、プレーヤーから前日のプレ
ーについて報告があった。それによると３番ホー
ル（パー４）
のグリーン上でパッティングをすると
き、パターヘッドを球の後ろに置き、スタンスを
取ろうとしたとき球が動いた。プレーヤーは球の
止まった所からプレーを続け、スコアは「６」で
提出したが、もしかしたらペナルティが付くので
は？ と申請してきた。
【裁定】競技委員は、プレーヤーはまだアドレスには入っ
ていないが、本人も認めているように風やその他
が球を動かしたという確証がないので、プレーヤ
ーが球の動く原因を作ったとして１ペナルティで、
動いた球は元の位置にリプレースしなければなら
ないと裁定した。
しかし、プレーヤーはリプレースせずに球が止
まった所からプレーしたので一般の罰の２ペナル
ティを付加し、そのホールのスコアは「８」とし

③ PGA・JGTO チャレンジⅠ

間違えて同伴競技者のクラブでティショット
してしまった
【状況】１日目、18番ホール
（パー４）
のティインググラウ
ンドで、同伴競技者のクラブでティショットをし
てしまい、どのような処置をしたらよいのかと競
技委員が要請された。
【裁定】競技委員は、プレーヤーが使用した同伴競技者の
クラブに対して不使用宣言をしてもらい、ストロ
ークした球に２ペナルティを付加してプレーする
ように伝えた。セカンドショットは４打目となる。
ところが、自分のクラブでティショットを打ち
直してしまったケースが過去にあった。この場合、
打ち直したティショットは『ストロークと距離の
罰』のもとにインプレーとなり５打目となる。
読者の皆さん、同伴競技者と同メーカー、同ブ
ランドのクラブを使用してプレーすることがよく
あります。十分ご留意ください。
【適用規則】規則４―４ａ「クラブの選定と補充」

初のプロ競技
目下、プロ競技の人気は女子の方が優位とのこ

そうした事情を背景に、大阪・毎日新聞の肝煎

とだが、迫力ではやはり男子が上。そして、歴史

りで茨木、舞子、甲南、鳴尾の４クラブが主催者

という点では二倍も違う。

となって、 1926年7月4日に茨木ＣＣで「全国

女子初のプロテストは1967年（昭和42年）10月の
こと。同年に日本プロゴルフ協会女子部が発足し
創立記念競技が行なわれ、翌年７月に公式競技の

プロフェッショナル・ゴルファーズ優勝大会」が
開催された。
参加選手は、福井、宮本のほか関西から村上伝
二、越道政吉、関東からは安田と関一雄の計六人

連
載

日本女子プロ選手権が開催されている。
福井覚治
（1891年生まれ）が、1920年
（大正９年）
舞

38、
41、
40）
が161で首位を分け、３位は170の関、４

11

子ＣＣの開場と同時にプロ兼キャディ・マスターと

位は安田で176､５位村上180。越道は161で首位タ

なったのが第一号。福井とゴルフの出会いは、冬

イのはずだったが、第１ラウンドでウォーター・

場にはプレーできない神戸ＧＣの対策として1904

ハザードの処置を誤り失格第一号となっている。

男子プロの誕生は、それより40年以上も早い。

だった。さて結果は宮本（38、
42、
43、
38）
と福井（42、

年
（明治37年）、六甲山麓に横屋ゴルフアソシエー

なおプレーオフは６日後の10日に行なわれ、宮

ションが造られたこと。福井はそこで12歳からキ

本が153
（34、
38、
37、
44）
、師匠の福井は160（38、
41、

ャディをしながらゴルフを学んだ。その後関西で

37、
44）
で、宮本が優勝した。この大会は実質的に

は宮本留吉、関東では安田幸吉らがプロとなって

プロ日本一を決める大会といえるが、後日、実際

いる。

に日本プロの第１回とされた。

自称プロ
七月といえば、現存最古でメジャーの老舗、話

調べたところ、彼は日本プロ協会員ではない。

わずゴルファーにとってメジャー出場は夢であり

そこで現地では「日本にはティアップして打てる

憧れでもある。そこで、同大会での無名ゴルファ

練習場があるが、２打目からはそれができない。

ーの 活躍 を…。

彼が第１打をうまく打てたのは練習場のプロだか

資格がない者が本選に出るには、現在と少し事

田
中
實
︵
ゴ
ル
フ
ラ
イ
タ
ー
︶

が、第２打以降がメチャクチャ、というわけ。

題も豊富な全英オープンが主役。プロ、アマを問

らではないか」ということで納まったとか。

情が違い、現地での予選を通るしかなかった時代

この種の話はまだある。65年のＷ・デネキーは

があった。そこで、自称日本のプロがとんでもな

第１ラウンドを108、「明日は来ないだろう」との

い記録を出した。 1977年7月2日、予選三会場

期待に反し、翌日もちゃんと現れて113を叩いて消

の一つで、コバヤシ・タカシなる自称プロが通算

えた。計221はおそらく予選会の記録だ。彼は米プ

57オーバーの199を叩いたのだ。内訳は第１ラウン

ロ協会に入会を申し込んだが断られ「大競技に勝

ドが92、翌日は107。

ったら断るわけにはいくまい」との大望を持って

実は、その類の選手はこれが初めてではない。

の挑戦だった。

同年には日本のハンデ６のアマが申し込んだとこ

ほかにも、Ｍ・フリットクロフトは76年の初ラ

ろ「そのハンデでは」と断られたし、コバヤシに

ウンド121を手始めに､偽名を使ったりしながら計

も一時疑いがかかり、競技役員がわざわざ確かめ

５回も予選会に出場した。

に出向いた。ところが、その第１打はまさにプロ
そのもの。そこで役員は安心して戻った。ところ

こうしたことが重なって、予選会への出場も「実
力を証明する確かな証拠」が必要となった。

エージシュート
１ラウンドを当人の年齢と同じかそれ以下のス

タークラシックでは67歳２カ月21日の最年長予選

コアで回るエージシュートは、距離をはじめコー

通過を記録、82勝の最多勝、40歳以降でも17勝な

スの設定によって難度は異なるが、高齢化社会と

ど、息の長い選手としても知られる。

あってこれからますます増加するだろう。

さらに初エージの２日後の最終日に、１番をバ

プロの世界でもシニア競技ではこの記録が時折

ーディでスタートするとアウトを35、インでは11

出現するが、その選手がレギュラーツアーでも同

番で12ｍのパットを沈めるなど31で１打更新する

スコアを出せるとはいえない。むしろその確率は

66で回った。この時の同伴者によると「釣りの話

大幅に減る。例えば、昨年の米シニアでは10回あ

ばかりで、エージシュートの話はなかったよ」と

月
7

るが、レギュラーではゼロだった。
その貴重な現役ツアーでのエージシュートを最

初に達成したのはサム・スニードだ。1979年7
月20日、全英オープンと同時開催のクオドシティ

のこと。ちなみに４日間のスコアは70 - 67 - 74 - 66の
277、３アンダーで36位だった。選手寿命が長い理
由は自他ともに「肩がよく回る」としている。
付け加えれば、現役ツアーでのエージシュート

ーオープン（米イリノイ州＝6514ヤード、パー70）

は、22年後の2001年２月、ボブ・ホープ・クラシ

第２ラウンドを67で回った。12年５月27日生まれ

ック第４ラウンド（５ラウンド制）でアーノルド・

だから、67歳と２カ月弱ほどだった。

パーマーが自分で設計したＰＧＡウエストを年齢

スニードは同大会から４週後のウエストチェス

と同じ71で回るまで現れなかった。

Information
全英オープンの出場選手が決定
７月14日〜17日、スコットランドのセントアンドリュースで行なわ
れる全英オープンに出場するジャパンゴルフツアーのメンバーが別表
のとおり決まった。
全英オープンの出場資格と有資格者
出

場

資

格

04年大会の10位以内
ワールドゴルフランキング50位以内（6月5日時点）
04年アジアンPGAツアー賞金ランキング１位
04年日本オープン優勝者
04年賞金ランキングから2名
ミズノオープン上位者4名
日本プロ〜ミズノオープン合算ランキング上位2名

有 資 格 者

T.ハミルトン
丸山茂樹
T.ジェイディ
谷口 徹
片山晋呉、Y.E.ヤン
C.キャンベル、D.スメイル
高山忠洋、T.スリロット
S.K.ホ、藤田寛之

前回、セントアンドリュースで全英オープンが行なわれたのは2000
年。今年出場するメンバーのうち丸山茂樹と片山晋呉がこのときも出
場して丸山が55位タイだった。
昨年はジャパンゴルフツアーの賞金ランキング３位の資格で出場し
たT.ハミルトンが見事優勝を飾り、日本選手に大きな刺激と目標を与
えた。果たして、今年は…。ジャパンゴルフツアーメンバーの活躍が
期待される。

尾崎将司が1000試合出場を達成
マンダムルシードよみうりオープンで、尾崎将司が1970年のデビュ
ー戦「関東オープン」から数えて1000試合出場の快挙を達成した。
６月16日（木）、トーナメ
ント初日のスタートティに
て 1000試合出場記念セレ
モニー が行なわれ、大会
主催の読売テレビ越智常雄
常務取締役から記念の花束
と、島田幸作JGTO理事長
から記念品が贈呈された。
また、ホールアウト後には
出場選手たちからの祝辞が
寄せられたパネルが中嶋常
1000試合出場を達成したジャンボ尾崎
幸の手から贈られた。

マンダムルシードよみうりオープンでトーナメントトライヤル。
昨年の覇者D.チャンドらが地元・塩瀬中学校を訪問
昨年に引き続き、２回目を迎えたトーナメントトライヤル。今年は
開催コース・よみうりCCの地元、西宮市立塩瀬中学校の生徒を予選ラ
ウンド２日間に招待し、プロの迫力を間近に感じてもらった。
同校ではこのトライヤルを課外授業の一環と位置づけており、ゴル
フのルールや観戦マナーについての講習を行なってきた。トライヤル
当日はトーナメント観
戦のほか、パッティン
グやスナッグゴルフを
体験したり、テレビの
中継センターなどを見
学して回った。
これに先駆けて６月
14日
（火）、昨年の優勝
者D.チャンドや01年優
勝者の福沢義光らが同 D.チャンド（写真・手前）らが生徒たちにゴルフ講義

校を訪れ、生徒たちと交流。集まった２年生192人はゴルフトーナメン
トの面白さを解く「ゴルフ講座」や、プロキャディの小岸秀行氏によ
る「キャディという仕事について」の話に熱心に耳を傾けた。また、
質疑応答のコーナーで「去年の年収は？」と聞かれたD.チャンドが流
暢な日本語で「約5000万円」と答えると、子供たちから驚きの声があ
がる場面もあった。

ツアープレーヤーとファン 800 人が六本木ヒルズに集合。
日本ゴルフツアー選手権を前に ファンとの集い を開催
６月12日（日）、日本ゴ
ルフツアー選手権宍戸ヒ
ルズカップのプレイベン
トとして「ファンとの集
い」が六本木ヒルズアリ
ーナで開催された。
ＮＨＫアナウンサーの
有働有美子さんと芹澤信
雄が司会を務め、中嶋常 素顔の選手が見られた ファンとの集い は大好評
幸、横田真一、宮本勝昌、横尾要、佐藤信人、宮里聖志、宮里優作、
矢野東によるトークショー、親子チームにツアープレーヤーが一人加
わってのスナッグゴルフ大会、スマトラ沖地震被災地復興活動の一環
としてチャリティオークションなどが行なわれ、会場は大いに盛り上
がった。
最後に選手との記念撮影やサイン会も行なわれ、「ツアープレーヤ
ー№1を決める大会をぜひ見に来てください」と選手たちはツアー選
手権での活躍をファンに誓った。

ジャパンゴルフツアー選手会が児童養護施設を訪問
６月21日（火）、ミズノオープンが開催されるJFE瀬戸内海GCがあ
る岡山県笠岡市の協力を得て、同市内の児童養護施設「悲眼院」を選
手会が訪問。今シーズン優勝を飾った尾崎直道、Ｓ.Ｋ.ホ、高山忠洋、
藤田寛之と豪華メンバーが勢揃い。スナッグゴルフ一式とサッカーボ
ールを寄贈した。
65名の子供たちの
ほとんどがゴルフに
接するのが初めてで、
「ゴルフって？」と
興味津々の様子。グ
リップ、スウィング
を教わると、夢中に
なってターゲットを
子供たちに囲まれて選手たちもニッコリ！
目掛けてフルスウィ
ング。およそ１時間、スナッグゴルフを通して楽しい時間を過ごした。
子供たちの代表が「すごい人たちが来てくれて、本当にありがとう
ございます。僕たちみんなで応援していますので頑張ってください」
と感謝の気持ちを読み上げ、選手たちは最後まで子供たちに囲まれて
いた。

7 月 1 日から「セカンド QT」の申込みを開始
９月13日から行なわれる「セカンドクォリファイングトーナメント」
の参加申込みを７月１日（金）〜７月11日（月）の期間に受け付ける。
セカンドQTは13会場で行なわれ、ファーストQT通過者のほか昨年
度のセカンド、サードQT出場者など約1300名が参加して行なわれる。
出場資格ならびに日程・会場などの詳細は、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

Challenge Tournament
PGA・JGTOチャレンジⅠ

セガサミーチャレンジ

PGA・JGTOチャレンジⅡ

6月2日（木）〜3日（金）たけべの森ＧＣ
（岡山県）

6月16日（木）〜17日（金）霞ヶ浦ＣＣ
（茨城県）

6月23日（木）〜24日（金）千成ＧＣ
（栃木県）

42歳ベテラン・比嘉勉が
チャレンジ初優勝

5打差44位スタートの
橋朋載が逆転優勝

韓国の24歳・崔正圭が
プレーオフを制し、日本で初勝利
左
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「今年はチャレンジランク上位5位を狙います！」

今年から
（社）
日本プロゴルフ協会
（PGA）
と

今季からの新トーナメント「セガサミーチ

日本ゴルフツアー機構（JGTO）の共催により

ャレンジ」
。レギュラーツアーの新トーナメン

田中一、沖野克文の３人。２アンダー70まで

開催された「 PGA・JGTOチャレンジⅠ」
。

ト「セガサミーカップ」と同じ、セガサミー

の41位タイ60名が予選を通過した。

初日６アンダー66で単独首位に立ったのは、

初日首位は７アンダー65で回った渡邉征伸、

ホールディングス㈱が主催する注目の大会。

決勝ラウンド、首位に４打差でスタートし

沖縄出身の比嘉勉。「自分のゴルフの事だけ

初日８バーディ、１ボギーの65で首位に立

た

を考えよう」と臨んだ最終日、15番ホール終

った川本圭三に代わって、最終日に猛チャー

マーク。ホールアウトした時点で通算９アン

橋竜彦が、この日のベストスコアの66を

了後に速報ボードを見ると、９アンダーで数

ジしたのが、５打差44位からスタートした

ダー首位に立ったが、アウトコース第１組目

名が首位に並んでいた。「絶対にバーディが

橋朋載だ。

からのスタートだったため、「あと２つスコ

必要な状況」
（比嘉）
の16番ホールで７メート

前日に練習仲間の平塚哲二が「マンダムル

アが足りなかったな」と後続組の結果を待っ

ルのバーディパットを沈め、通算10アンダー

シードよみうりオープン」で初日首位に立っ

た。しかし各選手ともインコースでスコアが

で再び単独首位に浮上。残り２ホールをパー

たことに刺激を受けた

伸び悩み、

で切り抜け、チャレンジツアー初優勝を決め

ートして１イーグル、４バーディ、１ボギー

そんな中、韓国出身の崔正圭（チェ・チョ

た。２位は16番バーディ、17番イーグルの猛

をマークすると、アウト１番から４連続バー

ンギュ）が７番からの４連続バーディなどで

追をみせた岡茂洋雄が１打差で入った。

ディを奪い、通算11アンダーで首位に立った。

通算９アンダーにすると、11番から18番まで

比嘉は89年にプロ転向、ツアー未勝利。94

「優勝は意識したが、逃げなかった」と残り

をパープレーでまとめ、プレーオフとなった。

年つるやオープンで中嶋常幸にプレーオフで

５ホールをパーセーブして、９アンダー63の

プレーオフ１ホール目の18番パー５、２オ

敗れ、95年〜96年はともに賞金ランク57位で

ベストスコアをマークしてホールアウト。

橋は、インからスタ

橋竜彦に届かない。

ンした崔に対して、

橋はグリーン手前にシ

シード権を獲得している。「ツアーに出てい

同スコアで並んで最終18番ホールを迎えた

ョート。２パットにまとめてバーディを奪っ

た時より今のほうがゴルフが良いです。ツア

島田隆央が「12〜３メートルありましたが、

た崔は「優勝できるとは思っていなかった」

ー出場権を無くして、一時期ゴルフに対して

思い切ってバーディを狙った」が、痛恨の３

と、笑顔で日本での初優勝を手にした。

の意欲が無くなったこともありましたが、今

パットで万事休す。

橋は2003年東京ドーム

「いずれは米国ツアーでプレーしたい。憧れ

年はチャレンジに専念して上位５位に入りた

カップ第３回以来、チャレンジトーナメント

の選手はT.ウッズ」という崔は、この優勝で

い」と、ゴルフへの意欲を取り戻した。

２勝目を飾った。

翌週の日本ゴルフツアー選手権への出場権を

「ツアーでは自分の実力を試してみたい」と

獲得。昨年の同大会を制したS.K.ホら韓国の

フツアー選手権（宍戸ヒルズCC）への出場権

この優勝により、６月30日からの日本ゴル

出場権を獲得した日本ゴルフツアー選手権と、

先輩プレーヤーたちと同舞台に立つ。「いい

を獲得。「ツアー出場は２年ぶり。落ち着い

７月21日からのセガサミーカップ（ザ・ノー

経験になります」と日本ツアー初出場への意

て挑みたい」と笑顔で語った。

スCC）へ目を輝かせた。

欲をみせた。

今月のチャレンジトーナメント
７月から９月にかけて５試合が開催され
る PGMシリーズ がいよいよ始まる。
昨年の第１戦に優勝した堀之内豊はチャ
レンジ賞金ランキング３位、第２戦の相澤
敏弘は同ランク４位、第４戦の清田太一郎
は同ランク５位に入って、2005年ツアー前
半戦の優先出場権を獲得した。
チャレンジ賞金ランキング上位を狙う上
で、重要な試合となるPGMシリーズに注目
が集まる。

PGMシリーズ第1戦

ワールドチャレンジ

開 催 日 ７月７日〜８日
賞金総額 1,000万円
コ ー ス ワールドカントリー倶楽部（熊本県）
04年優勝 堀之内 豊
アクセス 【車】九州自動車道・松橋IC
から15キロ
【電車】JR鹿児島本線・小川
駅下車
入 場 料 無料

PGMシリーズ第2戦

かさぎチャレンジ by JGTO

開 催 日 ７月21日〜22日
賞金総額 1,000万円
コ ー ス かさぎゴルフ倶楽部（京都府）
04年優勝 相澤敏弘
アクセス 【車】第二阪奈道路・宝来ラ
ンプから19キロ
【電車】近鉄奈良線・奈良駅
下車
入 場 料 無料

