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振りかえれば20年！　みんな大きくなったな～　1997年発足、20年経ちました。 
1期の小学校4年生10歳、その頃はみんなクラブなんて持ってなく、 
ジュニアクラブで子ども用に作り直し用意し、レッスンしたものです。 
その子も社会人になり結婚し、
子どももいる子もいると想えば目がしら熱くなります。 
今はどの子もバック持参の参加、すごい世の中になったものです。 
でも20年前の子どもも、今の子どもも、子どもは子ども、
どの子も純粋で目を輝かせています。 
嬉しいじゃないですか。
私たち保護者がその芽をつむことなく、いつまでも見守りたいと思います。 
これからもみんな頑張ろうな。

・アメリカンエキスプレス
インターナショナルInc 様
・メナードカントリークラブ 様
・磯崎 真一 様

いつもありがとうございます。
ジュニアイベント、活動費に
大切に遣わせていただきます。

足ながおじさん 青木功モデルグッズ

ネームタグ
1,150円
（送料含む税込価格）

グローブ
1,500円
（送料含む税込価格）

サイズ ： １４・１６・１８
カラー ： ホワイト・ピンク・ブラック

東京都

東久留米ゴルフセンター
〒203-0053
東京都東久留米市本町3-1　Tel：0424-71-2952

打席料無料

ワールドゴルフセンター
〒187-0002
東京都小平市花小金井3-18-3　Tel：0424-61-3110

打席料無料

埼玉県

川口グリーンゴルフ
〒333-0834
埼玉県川口市安行領根岸3152　Tel：048-286-1010

打席料無料

武里ゴルフセンター
〒344-0023
埼玉県春日部市大枝553　Tel：048-735-0853

ボール代半額・2時間打ち放題 1200円

千葉県

ヒルトップバーディークラブ
〒285-0801
千葉県佐倉市木野子大山362　Tel：047-392-9311

9Ｈミニコースラウンド料無料

梨香台ゴルフガーデン練習場
〒270-2222
千葉県松戸市高塚新田320　Tel：047-392-9311

入場料・ボール代半額

茨城県
センチュリーゴルフ
〒300-1211
茨城県牛久市柏田町清水台3590-1　Tel：0298-74-5380

1000円打ち放題

栃木県
筑波ジャンボゴルフセンター
〒321-0917
栃木県宇都宮市西刑部町1951-1　Tel：028-656-6776

1000円打ち放題

福島県
荒川ゴルフクラブ
〒970-8034
福島県いわき市平上荒川字林作58-5　Tel：0246-28-2505

全日520円で125球（入場料込み）

静岡県
フジゴルフセンター
〒416-0908
静岡県富士市柚木336　Tel：0545-61-9167

1コイン50球サービス

愛知県

ザ・モール春日井ゴルフヤード
〒486-0857
愛知県春日井市浅山町3-3-19　Tel：0568-56-0012

入場料無料・ボール代（土・日・祝）11円→6円　（平日）8円→5円

タカラゴルフプラザ
〒497-0011
愛知県あま市七宝町安松5-150　Tel：052-441-8420

1.打ち放題（90分800円・300球まで）
2.ジュニア会員同伴家族は割引有り（特典対象：小学生～中学３年生まで）

奈良県
青葉台ゴルフクラブ
〒630-8104
奈良県奈良市奈良阪町2573-1　Tel：0742-24-4527

ジュニア会員料金・「青葉台ジュニアクラブ」例会 月6回開催

後記 
発足より一緒に子ども達の指導をしてくださった 
関谷道人プロが昨年11月13日にご逝去されました。 
お墓参りに行ってくれた子もいるようです。 
関谷プロに感謝してくれたのですネ、ありがとう。 
きっと向こうでみんなを見ています。 
関谷プロありがとうございました。 

2017年1月1日～12月31日
★第21期 ジュニアクラブ年間予定★

更新手続きのお知らせ

新メンバーカードをお送りします。

‘17.1/1
　

12/31
〜

Jr卒業生（18歳以上）でイベ
ントの際、お手伝い出来る方は
登録をお願いします。
※春休み、夏休みに時間の余裕が出来た
　際にお願いします。

ボランティア登録

写真は最近のものを２枚用意してくださ
い。証明写真でなくても、スナップ写真で
かまいません。１枚は事務局保存、もう１
枚はメンバーカード用として使用しますの
で、違う写真２枚でもかまいません。インタ
ーネットからの更新もできます。

第21期 青木功ジュニアクラブ・青木功クラブ

イベントでの写真を
ご希望の方は1枚￥100で
ご提供させて頂きます。

第21期のレッスン・キャンプの予定です。それを念頭に入会更新をお願いします。
詳細につきましては決まり次第、都度お知らせします。

各イベントで撮影した写真は、ホームページ等に掲載させて頂く事がありますのであらかじめご了承下さい。

ジュニアキャンプ（小学4年生以上）
ザ・ロイヤルオーシャン（茨城県）

春休み

ワンディレッスン
桂ゴルフクラブ（北海道）

夏休み

ワンディレッスン（関東近郊のジュニア対象）
京浜ゴルフクラブ（東京）

夏休み

ハイレベル合宿（高校生以上・上級レベル）
カバヤゴルフクラブ（茨城県）

夏休み

3/28～3/30

8/4

8/7～8/11

8/18

青木功ジュニアクラブにゅうす



3月28日（火）
14:00 東京駅集合
16:40 ゴルフ場到着
18:00 入所式・夕食
19:00 入浴
19:45 トレーニング
21:00 就　寝

3月29日（水）
5:50 起　床
6:00 ストレッチ

ランニング
7:40 朝食
8:30 各班ごとに

ドライビングレンジ
アプローチ・バンカー
パターコース

12:00 昼食
13:00 ラウンドレッスン
16:00 アプローチ
17:30 入浴
18:00 夕食
19:00 研修
19:45 ストレッチ
21:00 就寝

3月30日（木）
5:50 起床
6:00 トレーニング

ランニング
7:40 朝食
8:32 ラウンドレッスン
12:00 入浴・昼食
13:30 成績発表

退所式
14:20 ゴルフ場出発
17:00 東京駅解散

第20期
2016年6月1日～2017年5月31日

イベント報告

髙橋 遼羽　教えてもらったことを意識すると
ショットが安定しスコアが良くなったと感じました。

西尾 太一　青木プロに教えてもらって
嬉しかったです。

細沼 大雅　毎日たくさん練習をして
もっとうまくなります。

柏崎　楽　教わった事をわすれずに
家でもちゃんと練習したいです。

佐野 宏太　歩きながら風の方向や
次のショットをどう打つかなど、
たくさん教えてもらいました。楽しかったです。

水野 陽太　良いスコアーが出せるよう
地道な努力を惜しまず高校でも
活躍できるようになりたい。

相浦 大輝　大きくゆっくりと振る事を教わり
毎日の練習で意識したら世界ジュニア
関東予選を1位で通過することができました。

佐野 優心　この三日間を忘れないように
次の時にまた同じことを言われないように
これからも頑張ります。

福　晏蘭　ロングアイアンのブレを直す方法とアプローチを
教わり、自分では気付けないところを気付かされました。

赤池 嬉々　基礎的な事を見直す大切さ
を知りました。これからの試合や練習に
つなげていきたいです。

久保 楓馬　今回教わったアプローチの感覚とショットの
改善方法を意識せずに出来るよう日々精進したいと思います。

朴　相大　教わったアウトサイドインでのアプローチの
感覚を北海道で練習しコースで活かしていきたい

萩原 秀弥　プロの技術を間近で体感し
とても勉強になりました。

谷口 康太郎　新潟の高校で全国トップレベルの
集団を目指し日々頑張っています。

三上 賢太郎　今年は低く飛ばすボールを打てるよう
に、スイングリズムを揃えられるように練習します。

鈴木 宏典　体力がないことを自覚し帰って
ほぼ毎日20～30分ランニングをしています。

福　拓樹　全体的にスタンスが左に向いている
ことを指導いただき修正したらブレが減りました。

2016年8月9日～13日 （晴れ一時雨）茨城県　カバヤゴルフクラブ

第8回　ハイレベル合宿
8月9日（火）

17:30 受　付
19:30 入所式・オリエンテーション
21:00 就　寝

8月10日（水）
4:50 起　床
5:10 ストレッチ⇒ランニング
6:30 シャワー
7:00 朝　食
7:45 ドライバー

クロスバンカー
50Yストロークプレー

11:30 シャワー・昼食・休憩・昼寝
15:00 2本ラウンド
18:00 夕食・休憩
19:30 研修（リカバリー率等）・ストレッチ
21:00 就　寝

8月11日（木）
4:50 起　床
5:10 ストレッチ
5:40 ラウンド・シャワー
8:30 朝　食
9:30 100Yバンカー

30Yアプローチ
パターストロークプレー

13:00 シャワー・昼食・休憩・昼寝
16:00 3本ラウンド
17:10 ランニング
18:00 入浴・夕食・休憩
19:30 研　修（クラブ講習・スイング分析）
21:00 就　寝

8月12日（金）
4:50 起　床
5:10 ストレッチ
5:40 ラウンド・シャワー
8:30 朝　食
9:15 200Yバンカー

斜面左足下がり
50Yストロークプレー

13:00 シャワー・昼食・休憩・昼寝
16:00 1ボールラウンド
18:00 入浴・夕食・休憩
19:30 研　修（すいか割り・花火等）
21:00 就　寝

8月13日（土）
4:50 起　床
5:10 ストレッチ
6:00 シャワー
6:30 朝　食 
7:30 １８Hトーナメント

　　　　　スループレー
11:30 アテスト→入浴
12:30 昼　食
13:00 退所式
13:50 ゴルフ場解散

10:00 集合・挨拶
10:20 ドライビングレンジ

アプローチ　バンカー
12:00 昼食
13:00 ラウンドレッスン
15:30 解散

第48回ワンポイントレッスン会
2016年8月2日 （晴天）北海道　桂ゴルフ倶楽部・桂ゴルフガーデン

最終日トーナメント
2016年 青木功ジュニアクラブ
ハイレベル合宿トーナメント結果

準優勝 河野 まさとくん

準優勝 三上 けんたろうくん優勝 柏俣 ゆうくん

クラブの持ち方は、、、

バンカーは村田先生 ナイスショット

クラブは短く持って！
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ゴルフ楽しくなってきたかな？

後半もお願いします！

お上手。

ラインは・・？？

ダッシュ。勝ったのは・・？

プロと仁さんが焼いてくれます
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バテバテです。

やっぱりあった！ランニングメニュー。

2017年3月28日～30日 （晴れ一時雨）茨城県　ロックヒルゴルフクラブ

第１9回ジュニアキャンプ

山本 詠太　帰ってからプロに教わった方法とトレーニングを
実践しています。今シーズンから中学生で距離が長くなりますが頑張ります。

米川 幸成　青木プロのクラブを借りて
打たせてもらったら、すごく重くてビックリして感激しました。

本間　渉　キャンプの時期は北海道でゴルフが出来ないので
ラウンドが出来て、チップインも出来て、嬉しかったです。

芦澤 颯輝　１年間ゴルフに関わらなかったのでパットの
感覚が不安でしたがパーが取れ、ゴルフ以外の面でも
仲良くなった友達と生活したことはすごく楽しかったです。

羽田 瑞季　勉強もゴルフも全力でうちこみ
バランスのとれたゴルファーになりたいです。

関　玲音　教わったトレーニングは
毎日欠かさず行います。

苫米地 優希　マナーの大切さを改めて学びました。青木プロに
何度も言われていますが親への感謝を忘れずに練習に励んでいきたいです。

〜
キ
ャ
ン
プ
参
加
者
の
個
人
写
真
と
後
日
送
っ
て
も
ら
っ
た
感
想
文
よ
り
一
言
〜

順 位 プレイヤー名 スコア

優 勝 柏俣 結生 36-35 71

準優勝 河野 将人 40-33 73

準優勝 三上 賢太郎 38-35 73

4位 谷口 康太郎 36-41 77

5位 倉石 渓太 42-38 80

6位 土屋 介一 44-40 84

6位 久保 楓馬 43-41 84

8位 芦澤 颯輝 51-45 96
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ントの際、お手伝い出来る方は
登録をお願いします。
※春休み、夏休みに時間の余裕が出来た
　際にお願いします。

ボランティア登録

写真は最近のものを２枚用意してくださ
い。証明写真でなくても、スナップ写真で
かまいません。１枚は事務局保存、もう１
枚はメンバーカード用として使用しますの
で、違う写真２枚でもかまいません。インタ
ーネットからの更新もできます。

第21期 青木功ジュニアクラブ・青木功クラブ

イベントでの写真を
ご希望の方は1枚￥100で
ご提供させて頂きます。

第21期のレッスン・キャンプの予定です。それを念頭に入会更新をお願いします。
詳細につきましては決まり次第、都度お知らせします。

各イベントで撮影した写真は、ホームページ等に掲載させて頂く事がありますのであらかじめご了承下さい。

ジュニアキャンプ（小学4年生以上）
ザ・ロイヤルオーシャン（茨城県）

春休み

ワンディレッスン
桂ゴルフクラブ（北海道）

夏休み

ワンディレッスン（関東近郊のジュニア対象）
京浜ゴルフクラブ（東京）

夏休み

ハイレベル合宿（高校生以上・上級レベル）
カバヤゴルフクラブ（茨城県）

夏休み

3/28～3/30

8/4

8/7～8/11

8/18

青木功ジュニアクラブにゅうす



お知らせ
◆◆◆協力ゴルフ練習場リスト◆◆◆

使用させて頂く際は、ジュニアクラブ会員カードをフロントの方に見せてください。
そしてジュニアクラブのみんなは、あいさつ、後片付け、使用させていただく感謝の気持ちを忘れないでね！！

2017年6月発行

青木功　オフィシャルホームページ　http://www.isaoaoki.com

青木功ジュニアクラブ事務局・〒154-0002 東京都世田谷区下馬1-23-17　電話：03-3421-6273　Fax：03-3421-5517

Vol.２６創刊２６号

青木功ジュニアクラブ事務局　〒154-0002　東京都世田谷区下馬1-23-17　電話：03-3421-6273　Fax：03-3421-5517
青木 功

振りかえれば20年！　みんな大きくなったな～　1997年発足、20年経ちました。 
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大切に遣わせていただきます。

足ながおじさん 青木功モデルグッズ

ネームタグ
1,150円
（送料含む税込価格）

グローブ
1,500円
（送料含む税込価格）

サイズ ： １４・１６・１８
カラー ： ホワイト・ピンク・ブラック

東京都

東久留米ゴルフセンター
〒203-0053
東京都東久留米市本町3-1　Tel：0424-71-2952

打席料無料

ワールドゴルフセンター
〒187-0002
東京都小平市花小金井3-18-3　Tel：0424-61-3110

打席料無料

埼玉県

川口グリーンゴルフ
〒333-0834
埼玉県川口市安行領根岸3152　Tel：048-286-1010

打席料無料

武里ゴルフセンター
〒344-0023
埼玉県春日部市大枝553　Tel：048-735-0853

ボール代半額・2時間打ち放題 1200円

千葉県

ヒルトップバーディークラブ
〒285-0801
千葉県佐倉市木野子大山362　Tel：047-392-9311

9Ｈミニコースラウンド料無料

梨香台ゴルフガーデン練習場
〒270-2222
千葉県松戸市高塚新田320　Tel：047-392-9311

入場料・ボール代半額

茨城県
センチュリーゴルフ
〒300-1211
茨城県牛久市柏田町清水台3590-1　Tel：0298-74-5380

1000円打ち放題

栃木県
筑波ジャンボゴルフセンター
〒321-0917
栃木県宇都宮市西刑部町1951-1　Tel：028-656-6776

1000円打ち放題

福島県
荒川ゴルフクラブ
〒970-8034
福島県いわき市平上荒川字林作58-5　Tel：0246-28-2505

全日520円で125球（入場料込み）

静岡県
フジゴルフセンター
〒416-0908
静岡県富士市柚木336　Tel：0545-61-9167

1コイン50球サービス

愛知県

ザ・モール春日井ゴルフヤード
〒486-0857
愛知県春日井市浅山町3-3-19　Tel：0568-56-0012

入場料無料・ボール代（土・日・祝）11円→6円　（平日）8円→5円

タカラゴルフプラザ
〒497-0011
愛知県あま市七宝町安松5-150　Tel：052-441-8420

1.打ち放題（90分800円・300球まで）
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