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第7回ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権
「ジャパンゴルフ インダストリーカップ」
ゴルフ関連企業25社 2団体、170人が参加

当協会主催の第7回「Japan Golf Industry Cup」

スクラッチ部門団体戦はアクシネットジャパンが優勝。

が10月16日、総武カントリークラブ総武コース
（東・西・

スクラッチ個人も同社の岩国誠之氏が制覇。女子ス

中コース、千葉県）で開催された。

クラッチ部門ダブルス戦は2年ぶりに二木ゴルフが制

大会当日は雨風ともに一時も止まない天気だった

した。

が、
ゴルフ関連企業25社2団体、計170名が参加し、
ケガなどもなく大会は大いに盛り上がった。
同大会は競技ゴルフを通じて、
ゴルフ関連企業の相
互理解を深め、
日本のゴルフ産業の活性化と発展を
目指すもの。

今年の男女プロツアーも後
半戦に入り、また賞金もビッ
クな試合が多くなり賞金王・
賞金女王の話題が多くなる時
期になってきましたが、海外
では松山選手の活躍はすばら
しく、国内選手もシーズン前半線では海外に
出て大変活躍されました。来年もより多くの
選手が海外で活躍されるものと思われます。
ゴルフ業界に活気が出て大変良い事だと思
われます。ゴルファーも高年齢化してきまし
たが、新しいゴルファー、
若いゴルファーを育

４面＝「西日本企業ゴルフ大会・中部ゴルフ関連企業対抗大会」
6面＝「フィランスロピー障害者ゴルフ大会」
7面＝「実録！ゴルファー創出はweb＋人で確立」

成しなくては、業界全体が先細りするのでな
いかと危惧されます。
現在、ゴルフ業界全体でゴルファー育成に
力を入れて活動されているのが、日本ゴルフ
用品協会活性化委員会、関西ゴルフ連盟また
は、他の関係団体の方々も大変努力して頂き
活気が出てきましたが、私は関西ゴルフ連盟
（KGU）の事業内容に深く感動致しており、少
し事業内容を紹介させていただきます。
1.初心者・再開者に2 ヶ月間（内4回無料、4時
間）のゴルフ指導（関西で数十ヶ所）。
2.高校・大学授業の一環として取り組みイン

ストラクターの派遣（数十ヶ所）
3.KGU加盟ゴルフ場でのコンペ（年間数百回）
他にも実施され事業がありゴルファー育成
に大変貢献されています。私の願いはこれら
ゴルファー掘り起こし事業を日本ゴルフ協会
（JGA）で企画していただき下部組織8連盟に
広めて頂けたら、日本全土で一層ゴルフの話
題ができ、新規ゴルファー創造に期待を致し
ております。日本ゴルフ用品協会からも是非、
JGAに依頼をしていただき新規ゴルファー育
成にご協力をお願いしたいと思う次第です。
（西明石ゴルフショップ 梅田義彦）
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10月16日、当協会が主催する第7回「Japan
Golf Industry Cup（ゴルフ関連企業対抗ゴル
フ選手権）
」が、千葉県印西市にある総武カン
トリークラブ総武コース（東・西・中コース）
にて開催された。後援はゴルフ市場活性化委
員会、企画運営はジャパンゴルフインダスト
リーカップ実行委員会（大会会長・馬場宏之）
が実施。競技は風雨も強く生憎の天候だった
が、
無事終了した。
ゴルフ関連企業25社2団体（詳細は別表参
照）
、170名の選手が参加。今年で7回目を迎
えた『インダストリーカップ』の開催にあた
り、同実行委員会の馬場宏之会長は関連企業
の参加者に対してつぎのように挨拶した。
「日頃から当協会の行事に参加頂きありがと
うございます。
様々な行事の中で、
インダスト
リーカップは2011年の震災でゴルフ自粛が
叫ばれる中、
それではダメだということで、
業
界を挙げて協会が中心となって積極的に取り
組んできたイベントです。業界全体の活性化
イベントとしてだけではなく、各企業内の活
性化の行事として取り組んでいただいている
ことは大変嬉しく思っています。
本日は悪天候の中ではありましたが、当イ
ベントの主旨を御理解頂き、参加頂いたこと
に感謝しております。
市場を見渡せばゴルフの環境は厳しくなっ
ておりますが、ここにいらっしゃる皆さんで
新しい環境を作っていきたいと思っていま
す。
その中で、
『仲間と一緒に、
誘う、
広がる、繋
がる』のがゴルフの良い点だと思います。是
非、一緒にゴルフ業界を盛り上げて行きたい
と思いますので、ご協力のほど宜しくお願い
致します」
競技はアンダーハンディキャップ部門26
チーム・104名(1チーム・4名)男子スクラッチ
部門（個人戦、団体戦）が14チーム・56名(1チ
ーム・4名)、女子スクラッチ部門5チーム・10
名(1チーム・2名)の3部門で熱戦が繰り広げら
れた。
スクラッチ男子は団体、個人ともに
アクシネットが制覇、スクラッチ女子は
2年ぶりに二木ゴルフが奪還
今大会は昨年男女スクラッチ部門を制覇し
たフォーティーンの連覇がかかった大会だっ
たが、
女子の部は欠場。
男子スクラッチでは連
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覇がかかっていたが、その男子スクラッチ部
門で、団体、個人共に第7回大会を制したの
が、アクシネットジャパンだ。
団体戦は234ストロークでアクシネットジ
ャパンが制覇。さらに個人戦もアクシネット
ジャパンの岩国誠之選手が75ストロークで
制覇。岩国選手は団体戦について、
「昨年は不甲斐ない成績に終わり、今年はリベ
ンジのつもりで参加させていただきました。
チーム一丸となったことで、優勝できました」
また個人戦については、大会関係者を労い、
「今年も素晴らしい大会を開催して頂きあり
がとうございます。何ヶ月も前からの準備、当
日も朝早くから準備して頂いたお陰で、今日
も一日ゴルフができました。ありがとうござ
いました」
女子スクラッチ部門ダブルスでは、昨年4
連覇を逃した二木ゴルフチームが、71スト
ローク（35・36）で優勝した。昨年優勝を逃し
た米島有選手は前大会で、
「来年は優勝トロフィーを奪還します！」
と、涙ながらに語っていたが、
「ゴルフ用品業界の最強を決める大会で悪天候
の中でしたが、
アンダーパーのスコアで優勝を
出来たことは素直に凄く嬉しいです。35・36
＝71でしたが、本音は両方のハーフをアンダ
ーで回りたかったので、これは来年の課題に
します。昨年は4連覇を阻まれ、悔しい思いを
しました。3位入賞でのスピーチで『来年は
必ず優勝をするので上位チームは覚悟してい
て下さい』と豪語したものの、今年はかなり
の悪天候での試合。もちろん、普段のラウンド
ではしない様なミスショットをしてしまいピ
ンチに…。なんて事もありましたが、頼りにな
るパートナーと『2人の各ホールの良いスコ
ア取りだから、1人がピンチなら、もう1人が
踏ん張る。チャンスだったら、しっかりトライ
出来る環境をなるべく作ってあげる』という
プレーでした。ミスショットをしてしまい、ピ
ンチな時には笑顔で『2人で1つ』と励まして
プレーを出来るパートナーに感謝です。次回
はもっとたくさんの女子チームの中で競い合
い切磋琢磨していきたいです。今後もゴルフ
業界を盛り上げる一環として継続開催をお願
いします」
女子スクラッチ部門で78ストローク（38・
40）で3位に入賞したアクシネットジャパン
の宇田川望、頼藤彩ペアは、
「一昨年3位で、昨年は順位が下がってしまっ

たので、今年3位に入賞できて面目躍如とい
う感じです。それ以上に、普段交流の無い他社
の方々と親しくラウンドでき交流も深めるこ
とができる当大会は素晴らしいですね！」
アンダーハンディキャップ部門は
ヤマハチームが優勝
男子アンダーハンディキャップ部門団体戦
は、ヤマハがチームスコア218.2ストローク
（HDCP58.8）で優勝。吉田信樹選手は、
「まさかの優勝でビックリです。悪天候でした
が、ゴルフ場のスタッフのお陰でコースは良
いコンディションでした。来年はスクラッチ
部門に挑戦したいと思っています。日々練習
を重ねて、来年も頑張りたいと思います」
と、次大会に向けての抱負を語った。
当日は当協会を含め14名の陣容で運営。月
村競技委員長（ブリヂストンスポーツ）は、
「大変な天気の中、プレーヤーの皆様は、大変
お疲れ様でした。その時は苦労をしても、『あ
の時は…』と楽しく会話ができる日がきます。
自然との闘いでもあるゴルフは、そんなコミ
ュニケーションにも繋がるスポーツだと、改
めて感じます！」
また、同じく競技委員を務めた松本委員（二
木ゴルフ）は、
「厳しい気象状況をモノともせず全力で楽し
みながらラウンドされている皆様を見て、プ
レーしない立場であっても、というよりも寧
ろそれだからこそ、ゴルフというスポーツの
楽しさが再認識できた気がします」
12月並の寒さの中、スターターのアシスタ
ントを務めた伊藤さん（マルマン）は、
「大会初の雨模様の中、開催場所は、総武カン
トリークラブ。フェアウェイは青々としてい
て、グリーンのメンテナンスも素晴らしい。
『晴れていたらなぁ』という声も…。来年は、
天候に恵まれますように、祈っています」
最後に当協会の楳本富男副会長が、表彰式
閉幕の挨拶で、
「雨、風、そして12月の寒さといわれた悪天候
の中、お疲れさまでした。ゴルフ業界は2020
年の東京五輪の開催で大きなチャンスを迎え
ます。その中で活性化に繋がるような当大会
やジャパンゴルフフェアも同じですが、業界
一丸となって盛り上げて行きたいと思ってい
ます。ご協力のほど、宜しくお願い致します」
と締めくくった。
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女子スクラッチ優勝
二木ゴルフ

男子スクラッチ団体優勝
アクシネットジャパン

第7回 Japan Golf Industry Cup 参加企業

25社 2団体（順不同）

女子スクラッチ２位
ヨネックス

男子スクラッチ団体２位
二木ゴルフ

ヤマハ

ヨネックス

二木ゴルフ

キャロウェイゴルフ

ゴルフ・ドゥ

日本シャフト

アクシネットジャパン

プロギア

マルマン

テーラーメイドゴルフ

朝日ゴルフ用品

ヤマト徽章

藤倉ゴム工業

ゴルフ用品界社

ブリヂストンスポーツ

ゴルフダイジェスト・オンライン

フォーティーン

ピンゴルフジャパン

ダンロップスポーツ

グローブライド

ヤマニ

楽天 GORA

日研工業

ミズノ

ゴルフメディア連合

2団体（GMAC、JGGA）

男子スクラッチ部門 個人戦
順位

企業名

優勝

アクシネットジャパン

2位

二木ゴルフ

3位

ゴルフダイジェスト・オンライン

東

中

岩国 誠之

氏名

40

35

Total
75

齋藤 謙

36

39

75

高木 康誠

39

37

76

男子スクラッチ部門 団体戦

女子スクラッチ３位
アクシネットジャパン

ゴルフダイジェスト・オンライン

男子スクラッチ団体３位

順位

チーム名

優勝

アクシネット
ジャパン

氏名

東

中

Total

岩国 誠之

40

35

75

星 尚哉

40

38

78

石渡 悟

40

41

81

齋藤 謙

36

39

75

榊田 剛

37

42

79

大塚 進

40

42

82

渡邊 信之

36

40

76

ゴルフダイジェスト・ 高木 康誠
オンライン
平久井 理

39

37

76

42

44

86

team

2位

二木ゴルフ

234

team

男子スクラッチ個人優勝
岩国誠之

アンダーハンディ優勝
ヤマハ

3位

上位3人の
スコア合計

236

team

238

女子スクラッチ部門 ダブルス戦
順位

企業名

氏名

アンダーハンディ２位
二木ゴルフ

優勝

二木ゴルフ

2位

ヨネックス

3位

アクシネットジャパン

米島 有
福村 香名
種橋 未琴
野崎 怜
宇田川 望
頼藤 彩

東

中

Total

35

36

71

37

37

74

38

40

78

アンダーハンディキャップ部門 団体戦
順位

優勝

チーム名

ヤマハ

氏名

中

西

東

Total

HDCP

（）はプラスハンデ

NET

嵭崎 良太

48

44

0

92

21.6

70.4

吉田 信樹

0

41

50

91

19.2

71.8

藤崎 康司

46

48

0

94

18.0

76.0

team
アンダーハンディ３位
マルマン

久保田 伸一
2位

二木ゴルフ

藤平 高
藤田 賢一

218.2
38

37

0

75

6.0

69.0

0

44

49

93

21.6

71.4

39

39

0

78

(1.2)

79.2

37

40

0

77

7.2

69.8

0

48

47

95

20.4

74.6

52

45

0

97

21.6

75.4

team
出山 泰弘
3位

マルマン

桑木野 洋二
松下 高広
team

上位3人の
NET 合計

219.6

219.8
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第6回「西日本企業ゴルフ大会」
開催報告

第6回「中部ゴルフ関
開催報
9月26日、当協会中部日本支部主催の第6回
「中部ゴルフ関連企業対抗ゴルフ大会」が、三
重県いなべ市にある涼仙ゴルフ倶楽部(涼仙
GC)にて開催されました。
当日は、爽やかな秋晴れに恵まれ、計16組
32名の参加でした。
ゴルフクラブメーカー様、ゴルフ練習場オ
ーナー、ゴルフ場支配人、スポーツメディア、

アンダーハンディ優勝 ダンロップスポーツマーケティング

9月12日、当協会西日本支部主催の第6回
「西日本企業ゴルフ大会」が、兵庫県加東市に
あるサンロイヤルゴルフクラブにて24社54
名が集結し開催された
（別表参照）。
西日本支部長 白石彰常任理事は次のよう
にコメント。
「前日の天気予報では大雨が心配されたが、
幸
いにもほとんど雨に遭うことなくプレーでき
ました。
参加者からは
『普段一緒にラウンドす
ることのない仲間と楽しくラウンドできた』
『貴重な交流の場なので来年も是非開催して
欲しい』との意見をいただきました。今後も
会員企業を中心としたより多くの方々に参加
していただけるよう工夫を重ねて参ります」
競技は1チーム2名で、アンダーハンディ部
門、
スクラッチ部門で競い合った。
なおアンダ
ーハンディ部門では昨年に引き続き「100切
り部門」によるポイント制を採用し順位に反

スクラッチ優勝

ダンロップスポーツ

映させる形をとった。
今回はコースに導入されていたカートナビ
へスコア入力することにより、成績がリアル
タイムで分かり盛り上がった（最終成績はア
テストが優先）。
アンダーハンディ部門団体戦はダンロップ
スポーツマーケティングが141.2ポントで優
勝。2位=ダンロップスポーツ(147.0ポイント
)、3位=コラントッテ(151.4ポイント)の順だ
った。
一方スクラッチ部門団体戦はダンロップス
ポーツが2位に6打差の150ストロークで優
勝。2位=藤倉ゴム工業(156ストローク)、3
位=ゴルフショップえざき(159ストローク)の
順となり、ダンロップスポーツグループの健
闘が光る大会となった。
ベストグロス賞は新井清嵩氏（ダンロップ
スポーツ）の72ストロークだった。

アンダーハンディ部門
順位
優勝

チーム

選手①

選手②

ダンロップスポーツ
岩岸 恒司 松尾 正明
マーケティング

POINT 計
141.2

準優勝 ダンロップスポーツ 長野 正人 井澤 誠一 147.0
第三位 コラントッテ

小松 克巳 宮本 敬樹

151.4

参加社：24社54名（50音順：商号略）
朝日ゴルフ用品

アシックスジャパン

IOMIC

大橋金属工芸

キャロウェイゴルフ

コラントッテ

ゴルフショップえざき ダイヤコーポレーション

スクラッチ部門
順位

チーム

優勝 ダンロップスポーツ
準優勝 藤倉ゴム工業

ダンロップスポーツ
選手①

選手②

GROSS 計

ダンロップスポーツマーケティング

デサントジャパン

西明石ゴルフショップ

藤倉ゴム工業

ブリヂストンスポーツセールスジャパン

新井 清嵩 福泉 惇

150

ブロード

プロギア

甲斐 哲平 小代 修平

156

マスターズ

マルマン

159

ミズノ

ヤトゴルフ

第三位 ゴルフショップえざき 山徳 幸光 堂西 亜希子
＊ベストグロス賞（個人）
新井 清嵩 GROSS 72（ダンロップスポーツ）

ヨネックス

ライト

リアルマックス

サンケイスポーツ (PRESS)
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＝矢野経済研究所＝

フ関連企業対抗大会」
催報告

国内大手調査会社。
約150人の調査員が
「生活周辺」
「情報通信」
「ラ

イフサイエンス」
「インダストリーテクノロジー」などの6万社以上を調
査。
スポーツ用品市場は約450社を調べ、
ゴルフ用品市場も緻密な
調査を行っている。
（コメント：三石茂樹）

インドア内装業社等々、ゴルフ関連企業の交
流と情報交換が友好的に行われました。
競技は1チーム2名で、各ホールベストスコ
アの合計によるチーム戦とスクラッチ個人
戦。
チーム戦優勝はプロギアチームでアウト
35・イン33の68ストローク。2位は中日ドラ
ゴンズチームでアウト36・イン35の71ストロ
ーク。そして3位は貝沼建設チームでアウト
34・イン39の73ストロークだった。
個人戦は1位に水谷友彦選手（プロギア）で
アウト37・イン36の73ストローク。2位は立
浪和義選手（中日ドラゴンズ）でアウト37・イ
ン37の74ストローク。3位は山田恭右選手
（貝
沼建設）でアウト37・イン40の77ストローク
だった。

「9月に発売された新製品がいずれも好調な販
売を記録したことに加え、ダンロップ『ゼクシ
オ9』のマークダウン販売が開始されたことに
より、クラブ
（ウッド、アイアン）市場は前年同
期比120％（数量ベース）以上の大幅なプラス
を記録しました。
ここまでの大幅な伸長は最近
では記憶に無いレベルです」

ドライバー1位＝XXIO9

個人戦

順位

順位

チーム

DRIVER BEST５

ヘッド素材

メーカー名

1

XXIO9

チタン

ダンロップスポーツ

2

G400 SERIES

チタン

74

3

TOUR B JGR（2017）

77

4

OUT

IN

GROSS

優勝

水谷 友彦
（プロギア）

37

36

73

2位

立浪 和義
（中日ドラゴンズ）

37

37

3位

山田 恭右
（貝沼建設）

37

40

チーム戦
順位

9 月 1 日〜 9 月 30 日

チーム

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ

ピン

2

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ

チタン

ブリヂストンスポーツ

3

EPIC STAR UT

キャロウェイ

GBB EPIC STAR

コンポジ
ット

キャロウェイ

4

GBB EPIC STAR FW
SERIES

キャロウェイ

5

M2（2017）

コンポジ
ット

テーラーメイド

5

M2 FW（2017）

テーラーメイド

IRON BEST５

シャフト

メーカー名

WEDGE BEST５
VOKEY DESIGN SM6
SERIES
Cleveland RTX-3
SERIES

メーカー名

OUT

IN

GROSS

順位

順位

順位

優勝

プロギア

35

33

68

1

XXIO9

カーボン

ダンロップスポーツ

1

2位

中日ドラゴンズ

36

35

71

2

XXIO9 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

2

3位

貝沼建設

34

39

73

3

EPIC STAR アイアン

カーボン

キャロウェイ

3

MD3 MILLED

キャロウェイ

4

XXIO9 N.S.PRO

スチール

ダンロップスポーツ

4

MACK DADDY
FORGED（2016）

キャロウェイ

5

EPIC STAR N.S.PRO
Zelos 7

スチール

キャロウェイ

5

Mizuno Pro

ミズノ

BALL BEST５

構造

メーカー名

PUTTER BEST５

メーカー名
キャロウェイ

順位

順位

アクシネット
ダンロップスポーツ

1

3ピース /
PRO V1 SERIES（2017）
４ピース

アクシネット

1

ODYSSEY O-WORKS
SERIES（2017）

2

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

2ピース

ブリヂストンスポーツ

2

ODYSSEY O-WORKS
RED SERIES（2017）

キャロウェイ

3

XXIO AERO DRIVE
SERIES

3ピース

ダンロップスポーツ

3

ODYSSEY WHITE HOT
RX SERIES

キャロウェイ

4

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

4

ODYSSEY WORKS
SERIES

キャロウェイ

5

SRIXON Z-STAR
SERIES（2017）

3ピース /
４ピース

ダンロップスポーツ

5

ODYSSEY O-WORKS
キャロウェイ
BLACK SERIES（2017）
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（公社）日本プロゴルフ協会主催

2017 PGA HANDA CUP・フィランスロピー障害者ゴルフ大会
会場：若洲ゴルフリンクス

当協会及び東京都が後援し、日本プロゴル
フ協会（PGA）
、国際スポーツ振興会（ISPS）が
共催する「2017 PGA HANDA CUP・フィラン
スロピー障害者ゴルフ大会」が10月3日、若洲
ゴルフリンクス（東京都江東区）で開催され
た。
今大会は、身体に障害を持つ120名の選手
が参加した。事前応募では139名の応募があ
り抽選での参加者決定。出場者は聴覚障害者
8名、上下肢障害者11名、内部障害者8名、視覚
障害者（全盲）7名、上肢障害者18名、視覚障害
者
（弱視）19名、
下肢障害者25名だった。
競技方法は新ペリア方式による18ホール
ストロークプレーの部門別個人戦。
当日は、
早
朝に小雨もちらついたが事故やケガなどもな
く無事終了。身体的ハンデをものともしない
力強いプレーが随所で見られた。
ボランティアでプロ57名が参加し、選手に
帯同したプロの迅速なサポートもあり予定よ
り早くホールアウト。そのほかボランティア
では明治大学ゴルフ部の大学生32名、拓殖大

学ゴルフ部の大学生2名が、プレーの介助や
商品の受け渡しを手伝い真摯な姿勢に感銘を
受けた。また、表彰式では選手が感極まり涙さ
れた姿もあり、もらい泣きする場面も。
当協会からは楳本富男副会長にプレゼンター
として登壇いただき、当協会が協賛した商品
が全員に行き渡り選手に喜んでいただき、主
催のPGAからも毎年の協賛に関して感謝の言
葉を賜りました。今後も当協会としては大会
への協賛を引き続き行い、運営をサポートし
ていく予定です。

【商品協賛企業 （50音順）】
アキラプロダクツ／アクシネットジャパン／
朝日ゴルフ用品／アシックスジャパン／キャ
スコ／キャロウェイゴルフ／グローブライド
／ゴルフ・ドゥ／ダンロップスポーツマーケ
ティング／つるや／テーラーメイド ゴルフ
／デサント／二木ゴルフ／ピンゴルフジャパ
ン／フォーティーン／藤倉ゴム工業／ブリヂ
ストンスポーツ／ブロッサム／本間ゴルフ／
マスターズ／ミズノ／ヤマト徽章／ヤマニ／
ヨネックス（計25社）
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実録！ゴルファー創出はWEB＋人で確立
ゴルフブームは起こせる。本気でそう思っ
ている。4年前、理想としていたものはいま
現実になった。横浜と湘南地区を中心とした
ゴルファーが集まり、年に1 〜 2回のゴルフ
ァーが月1ゴルファーになり、月1ゴルファー
が週1 〜 2のゴルファーに変わっている。
年令と地域制限で深まる絆
横浜＆湘南ゆるゆるゴルフは2013年5月に
始まった。
生まれ年と横浜・湘南地区在住のゴ
ルファーだけに入会を限定し、わかりやすい
コンセプトを掲げたHPを作った。発足当初か
らコンペや通常のラウンドを不定期で開催
し、時にはショートコースや練習場での練習
会、
駅チカで飲み会なども実行した。
メンバー
は1年足らずで100名を超え、現場では初顔合
わせの仲間同士の笑顔であふれていた。旧知
の知り合いのように自然に話し、笑いながら
ゴルフを楽しむ姿をみて、このコンセプトの
方向性が正しかったと実感した。年齢が近い
と絆が生まれやすく、行動力も上がる。8月
は3日に1回のペースでイベントが開かれた。
皆が自主的に企画を立てる。現在ではメンバ
ー全体600名となり、内33％の200名が女性
であることも特筆したい。
強固な運営体制をSNSによって成す
会員やイベントの管理は全てfacebook上
で行っている。本名でのSNSを利用すること
で、
名簿管理や相互連絡が常に迅速で、
会員間
の交通調整の障壁も大幅な軽減になる。
また、
会員だけのクローズドな投稿では日々の新鮮
なゴルフの情報を共有でき、友人たちの動向
をみてとれるのはゴルフ熱の低下を防ぐ効果
がある。あの人が頑張っているのだから私も
頑張ろうと、そう思える情報が日々溢れてい
る。
自主退会する人は現在までに数人で、
早期
のドロップアウトを生まない環境が保たれて
いる。気持ちの熱いゴルファーを作り維持す
る最も効率的な活性化が、この横浜＆湘南ゆ
るゆるゴルフで起きている。
ゴルフの現状
「孤立」
私たちの活動の外に目を向ければ、練習場

一般社団法人ゴルフリサーチ代表理事

長野豪洋

にしか行ったことがない人が本当に多く、
「練
習場はたまにいくけど、ゴルフ場に行く予定
はないかな。と」。理由を尋ねると、お金がかか
るからとか、もう少し練習して上手くなって
からとか、行く気が起こらないとか、必ずこう
返ってくる。けれどもそこには「行きたいとき
に一緒に行く人がいないから」という真の答
えがあるのは明らかだ。
確かに練習場での不安定なショットではラ
ウンドに行く勇気が持てないものだ。とはい
え、こんな考えを持った練習場ゴルファーは
以前から多くいたであろう。ただ、以前と決定
的に違うのはゴルファーの絶対数だ。仕事場
や身近にゴルファーがいない、言わば「孤立し
たゴルファー状態」である。彼らは一人練習
場で考え込み、ついにはゴルフ場に行く仲間
が見つからないままに、いつのまにかゴルフ
に対する熱量が落ちてしまう。ゴルフ仲間と
の交流を持つまで熱が増すこともない。一度
冷めた熱はあまり再燃しないのもゴルフの特
徴だ。

「ゴルフの魅力」
に気づいたときに熱があがる。

鉄とゴルフは熱いうちに打て
振 り 返 れ ば、私 は こ の4年 間 で 会 員 内 外
1000人を超えるゴルファーに触れあった。多
くは孤立ゴルファーである。特に会員外では、
始めたばかりでやめていくゴルファーがたく
さんいる。当然だが、自然発生的にゴルファー
は生まれない。ゴルファーはゴルファーに誘
われてゴルフを始める。友人、同僚、家族や親
類。ゴルフの楽しさを知っている人から、その
熱が人に伝達される。
ゴルフは老若男女問わず誰もが楽しめるス
ポーツだが、始める時にはクラブやウェアな
ど一般的に見れば価格の高い先行投資が必要
で、プレー料金もかかる。ボウリングやマラソ
ンや卓球と比べて、明らかに気軽さが違う。
しかし、日本の好景気の影響はあったとし
ても、一時は国民的スポーツに成り得たかと
言えば、それはゴルフというもの自体に深い
魅力があるからに違いない。それはその魅力
に気づき継続している数百万のゴルファーが
証明してくれる。ゴルフは今も昔もその魅力
を変えず輝きながらずっとそこにある。この

スピードとパワーが熱をつくる
結論から言えば、熱をつくるスピードとパ
ワーが今のゴルフを取り巻く環境には欠けて
いる。ゴルフに誘い、ゴルフを教え、ゴルフの
楽しさを語る人。ゴルフの魅力を伝えるには
スピードとパワーを持った人が必要だ。プレ
ーや練習場が安くなり、道具も中古で手に入
り、予約もスマホで出来る時代になったいま
だから、ゴルフの魅力を伝えられる人の数を
増やすことがキーポイントになる。
安くて良いものは、説明する必要なくどん
どん売れるが、高くて良いものは、その良さを
上手く説明できる営業マンがいなければ結局
売れない。ゴルフの最高の営業マンは営利目
的ではない一般のゴルファーの中にいる。
具体的にはどう行動するべきか
具体的にはWEBを駆使して「孤立したゴル
ファー」を結び付ける集団を多くつくる。集
団の中からゴルフの楽しさに気づき、それを
他者に伝える能力を持つ人が生まれる。スピ
ードとパワーはゴルファー集団から生まれ
る。このように貴重な人材をどんどん生み出
せる集団を作る仕組みと運営に対し全面的に
支援するべきであり、これが出来なければ日
本のゴルフの活性化を生むことはまずないと
考えている。ゴルファーが増えることでいず
れ利益に繋がる企業や団体が、力を合わせて
いま投資をすれば絶対にできる。
「誰かがやってくれるその誰かになろう」は、
わが恩師の言葉。ただ救世主を待つのではな
い。救世主はいま誰にでもなれる。

長野 豪洋（ながの・たかひろ）
20才でゴルフに触れるもすぐに休眠ゴルファー
となる。30才半ばで再開するも、回りにゴル
ファーが少ないことに気づき、
年齢と地域制限
を設けたコンセプトをもつ横浜＆湘南ゆるゆる
ゴルフ
（アマチュアゴルフサークル）をWEB主体
で立ち上げる。
「楽しいゆるゆるゴルフ」で効率
的なメンバー活性化に尽力し、4年で600名を
超えるメンバーを組織。
非営利で一般社団法人
ゴルフリサーチを設立し、
成功事例をもとにゴルフの普及振興に尽力している。
一般社団法人ゴルフリサーチ代表理事、NPOゴルフアミューズメントパーク
理事、
日本ゴルフ改革会議 広報部長、
ダンロップ・ゴルフアンバサダー
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協会関連事項
広報委員会
平成29年9月27日（水）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS10月号について
10月号よりゴルフフェアの露出を増やす
ことを目的に紙面構成を大幅に変更する。
1 〜 3面：
「第42期ゴルフ用品販売技術者講習
会の開催報告、合格者、成績優秀者の発表、参
加者の声、
アンケート結果」などを掲載。
●「19番ホール」
：山田理事（広島ゴルフショ
ップ）を掲載。
4面：
「2017年版レジャー白書」の内容の紹介、
ゴルフ人口減少についての見解。
5面：
「関連団体ゴルフ活性化の取組み（カフ
ェボローニャ麹町店・井口氏）」を掲載。
6面：
「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー（デサント）」を掲載。
7面：
「協会関連事項」
、
「広報委員会」
、
「講習
会委員会」
、
「活性化委員会」
、
「インダストリ
ーカップ委員会」
、
「流通委員会」
、
「変更事項」
、
「第7回インダストリーカップゴルフ大会の参
加企業一覧」の掲載。
「OFFICIAL HANDBOOK
発行」のお知らせなどを掲載。
8面：ジャパンゴルフフェア2018の告知ペー
ジを掲載。
議題-2、JGGANEWS11月号編集について
1 〜 3面：
「第7回インダストリーカップゴル
大会の開催報告（10/16、総武カントリークラ
ブ）
」を掲載。
●「19番ホール」
：梅田理事（西明石ゴルフシ
ョップ）が担当。
4面：
「中部日本企業対抗ゴルフ大会の報告
（9/26、涼仙ゴルフ倶楽部）」、「西日本企業対
抗ゴルフ大会の報告（9/12、サンロイヤルゴ
ルフクラブ）
」を掲載。
5面：
「2017PGAフィランスロピー障害者ゴル
フ大会の協力報告（10/3、若洲ゴルフリンク
ス）
」を掲載。
6面：
「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー（有賀園ゴルフ）」を掲載。
7面：
「ゴルフ活性化の取組み（ゴルフリサー
チ・長野氏）
」を掲載。
8面：
「協会関連事項」、「広報委員会」、「フェ

業界女子
vol.11

ア実行委員会」、「製造渉外委員会」、「変更事
項」を掲載。
議題-3、JGGANEWS12月号について
1 〜 4面：
「ジャパンゴルフフェア2018の概要
並びに出展状況の報告」を掲載予定。
●「19番ホール」
：小山理事（ロイヤルコレク
ション）を掲載予定。
5面：
「西日本企業対抗ゴルフ大会アンケート
調 査 結 果（9/12、サ ン ロ イ ヤ ル ゴ ル フ ク ラ
ブ）」、「インダストリーカップゴルフ大会ア
ンケート調査結果（10/16、総武カントリーク
ラブ）」を掲載予定。
6面：
「ゴルフ活性化の取組み（マーク金井氏、
MMT9）」を掲載予定。
7面：
「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー（マルマン）」を掲載予定。
8面：
「協会関連事項」、「広報委員会」、「フェ
ア実行委員会」、「活性化委員会」、「インダス
トリーカップ委員会」、「変更事項」などを掲
載予定。
議題-4、次回委員会の日程
平成29年11月28日（火）

製造渉外委員会より
お知らせ
1.流通・小売 アンケート集計まとまる
製造渉外委員会では、ゴルフ業界に対する
お客様の信頼向上を図り、業界全体の発展に
繋がることを狙いとして活動しています。今
春、流通・小売の会員企業へのアンケート調査
を実施、回答企業が16社と十分でなかったこ
とから9月にも再アンケートを実施し、全29
社から回答を得ました。
お忙しいところご回答いただきました各社
様には、ご協力感謝申し上げます。なお、アン
ケート結果は以下に要約を記載、詳細に関し
ては当協会ホームページにて公開させていた
だきますので、ご確認下さい。今後も製造渉外
委員会の活動にご理解、ご協力よろしくお願
い致します。
【用具ルールWGアンケート】
ルール適合外品について、商品情報の信頼
性確保、及びお客様の誤認や競技でのトラブ
ルを避けるためにカタログ等で説明して欲し
いとの意見がほとんどで、約8割の方が実際
に説明や表示が出来ているとの認識。

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.私は体を動かす事が好きなので、スポーツ関
係の仕事を志望していた中で、一番興味が湧い
たのが有賀園ゴルフでした。
ゴルフは全くの未知
の世界でしたが、
アパレルもあり楽しそうなイメー
ジもあり、
この仕事に就きたいと思いました。

︵戸田店 店長 萩原大介さん︶

常に信頼のおける存在︒副店長とし
て︑アパレル統括の立場として︑そ
の能力を発揮してくれています︒顧
客からの評価が高いのも彼女の魅力
のひとつです︒

Q.お仕事の内容を教えてください。
A.戸田店配属 副店長をやらせて頂いてます。
店舗のアパレル管理・接客・販売などアパレルバ
イヤーの仕事もしております。店舗にいるバイヤー
なので、
お客様から頂いた商品に関する声をメー
カーさんへ届ける重要な役割。販売スタッフ兼バ
イヤーは当社の強みだと思っています！
有賀園ゴルフ 戸田店
副店長

中村 幸恵さん

Q.年間のラウンド数は？
約10回程度でしょうか‥楽しくGolf出来れば！

また、購入者や競技関係者の判別のために、
商品へも共通した表示をすべきとの意見がほ
とんどだが、約半数が、ガイドラインに準じた
表示はできていないとの回答であった。
【標準化WGアンケート】
ごく一部にはガイドラインの普及を望まな
い声もあったが、大多数が「統一すべき」との
ご意見。普及も2 〜 3割しか進んでいないと
の認識で、「JGGAが各メーカーに強く協力を
要請すべき」と積極的活動を求める声が多い。
【模倣品WGアンケート】
クラブの模倣品の状況には変化は無いが、
一部キャディバッグ、キャップ、ウェアに模倣
品がある。模倣品対策ラベルはほぼ認識され
ているが、判別機能については活用されてい
ないことが課題。一般のユーザーに対しての
認知度は低く、ユーザーへのアピール不足は
否めない状況。クラブ以外へのラベルの展開
についても要望があり、今後の課題と考えて
いる。
2.模倣品対策WGより
先日ユーザーより当協会ホームページに下
記のご意見が寄せられました。
「現在特定のIDセラーよりヤフオクにて偽物
が販売されています。同じセラーがIDを使い
分けているようです。メーカーに報告したと
ころ、一部では多少対応して頂けましたが、他
のメーカーは何もしていない様です。これで
は偽物は減りません。偽物であふれかえるの
は当然だと思います」
現在、協会としては模倣品対策ラベルで対
応を進めていますが、ネット販売やネットオ
ークション等での偽物については頭を痛めて
いるところです。各メーカーが知的財産権を
主張して地道につぶしていくしか方法は無い
ように思えます。模倣品撲滅を目指し、ユーザ
ーが安心して購入できるように、より一層の
模倣品対応の強化をお願い致します。

変更事項
【代表者、担当者変更】
● ヨネックス株式会社 大阪支店
新代表者：後藤耕作（旧代表者：公文辰男）
新担当者：中村佳嗣（旧担当者：伊藤治）
【代表者変更】
● ストロング商事株式会社
新代表者：深尾正（旧代表者：深尾武）

のENJOYゴルファーです。
Q.今積極的に取り組んでいることはなんです
か？
2017年の自分の抱負にもしたんですが、『レデ
ィス強化！』です。女性が楽しんでお買い物して
頂けるように、売り場作りやプラス1で買っていた
だける仕掛けなど、
日々、女性スタッフと取り組ん
でいます。仕入れに関しても、年々良いものをお客
様にご提案できるようにと心掛けています。
Q.ゴルフ界で働く女性へのメッセージを。
A.数年前と比べてゴルフファッションはどんどん
オシャレになっていますよね！ オシャレが出来る
スポーツって数少ないと思うんです。女性ゴルフ
ァーが一人でも増えるように、
ゴルフの楽しさ、オ
シャレの楽しさを皆さんで発信していきましょう！

