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スポーツ振興くじ助成事業

独占

全日本アマチュアゴルファーズ選手権
激闘のプレーオフの末、亥飼 陽選手が初優勝！

全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権
上田澪空選手が逆転で初優勝を飾る

激闘の記録を完全レポート！
2021 年度主催競技報告、全成績表掲載

シーズン到来！ 2022 年度競技スケジュール
PGS 主催競技全日程一覧

今年の全日本大会開催コースを先取り！
2022 年度全日本大会開催コース、PGS 加盟コースガイド

真の社会人ゴルファー日本一決定戦！
第 1 回 全日本ビジネスゴルファーズ選手権レポート

国内最大規模のスクランブル競技がさらにスケールアップ！
全日本スクランブルアマチュアゴルファーズ選手権レポート

All  Japan Amateur Golfers
Championship 

Champion Hinata Igai
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W 真のチャンピオンを決する 1 年を
かけた壮大なツアー競技に拡大！

国内最大規模のスクランブル
競技がスケールアップ！〝日本一ダブルス王者決定戦〟！〝日本一ダブルス王者決定戦〟！〝日本一ダブルス王者決定戦〟！ 〝日本一は我がチームだ〟！〝日本一は我がチームだ〟！〝日本一は我がチームだ〟！

2021年度 全日本スクランブルアマチュアゴルファーズ選手権　チーム戦2021年度 全日本スクランブルアマチュアゴルファーズ選手権　ダブルス戦
大人気のスクランブル競技がさらにスケールアップ！ 今回より、カテゴリー別に前期と後
期に分け、それぞれの決勝を経て 2022年３月の全日本大会で真のチャンピオンを決定しま
す。２名１チームで参加のダブルス戦は、信頼できるパートナーと励まし合い、助け合いな
がら上位を目指します。パートナーとの信頼関係と絆、結束力を試されるダブルス競技の醍
醐味を味わうことができるでしょう。ダブルス戦の前期決勝は、９月 29 日（水）に、大箱根
カントリークラブで行われました。

大人気のスクランブル競技がさらにスケールアップ！ 今回より、カテゴリー別に前期と後
期に分け、それぞれの決勝を経て 2022 年３月の全日本大会で真のチャンピオンを決定しま
す。４名１チームで参加のチーム戦は、４名それぞれの役割と綿密な戦略を立て、よりビッ
グスコアを目指します。メンバーの信頼関係と絆、結束力を試される団体競技の醍醐味を味
わうことができるでしょう。チーム戦の前期決勝は、９月17 日（金）に、片山津ゴルフ倶楽
部白山コースで行われました。

DOUBLESDOUBLES TTEAMTEAM

２名がティショットを打ち、その中からセカンドショットを打つボールを１つだけ選択します。選択した場所か
ら２名がセカンドショットを打ち、その中からまたサードショットを打つボールを選択します。ホールアウトす
るまでこれを繰り返し、チームとしてのスコアを記録します。

スクランブルゴルフ
ダブルス戦・・・・

４名がティショットを打ち、その中からセカンドショットを打つボールを１つだけ選択します。選択した場所か
ら４名がセカンドショットを打ち、その中からまたサードショットを打つボールを選択します。ホールアウトす
るまでこれを繰り返し、チームとしてのスコアを記録します。

スクランブルゴルフ
チーム戦・・・・・

2 位　悪魔な・・・　-11 ／ 61 ストローク
守谷敦子選手・守谷征広選手

3 位　平田義勝と弟子　-10 ／ 62 ストローク
高田弘司選手・平田義勝選手

2 位　チーム キャプテン　-13 ／ 59 ストローク
中田達也選手・小倉守選手・小裏幸男選手・梶原忠広選手

3 位　チーム 糸島　-12 ／ 60 ストローク
松本修選手・佐藤重雄選手・野坂文男選手・伊藤初起選手

優勝　おっさんずフォーエバー　-11 ／ 61 ストローク
土本肇選手・長澤圭一選手

「流れが止まらないようにだけ気をつけた結果、２人のプレーがうま
く噛み合いました」と、おっさんずフォーエバーのお二人。また、「キャ
ディさんのアドバイスが的確でした」と、好スコアの要因を語って
いただきました。

優勝　キング会　－14 ／ 58 ストローク
高田弘司選手・松田秀人選手・森田廣宣選手・竹谷佳朗選手

「目標は18アンダーだったけど、14まで行けば大丈夫」と、優勝を
確信していたキング会の皆さん。「全日本大会はこれ以上のスコア
を出して優勝を狙います！」と抱負を語っていただきました。

ダブルス戦
前期決勝
9 月 29 日（水）

大箱根カントリークラブ

ダブルス戦全日本大会 2022 年 3 月 10 日（木）
グランディ鳴門ゴルフクラブ 36 チーム戦全日本大会 2022 年 3 月 8 日（火）

グランディ鳴門ゴルフクラブ 36

チーム戦
前期決勝
9 月 17 日（金）

片山津ゴルフ倶楽部
白山コース

※下記の各チーム選手名は申し込み時の登録順です。※下記の各チーム選手名は申し込み時の登録順です。
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