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みんな
げんきですか！
今年は　春も早くやってきて　暑い夏も
早いようです。

春のキャンプも終わり　みんなのメッセー
ジを読み　笑顔の写真を見ています。
どの子もみんな　いい笑顔です。
初参加の子どもはドキドキしても
帰宅すれば　家でキャンプの報告で
話がとまらないのではと　思います。
連続参加の子ども達は　面倒見よく
みんな一つになり　楽しい思いでを
作って帰ります。

この春のキャンプ開催をし　子ども達を
見ていると　平和だなあと思います。
世の中　どんどん複雑化し　おかしな事
怖いことなど起きています。
そんな　世の中は嫌だなあと思います。

この平和の言葉が　死語にならないよう
平和がつづいていくよう私たち大人は　
子ども達に平和の大切さを
つないで行かなくては　いけないと思って
います。・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

2018年1月1日～12月31日
★第22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。

‘18.1/1
　

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22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22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。

ワンディレッスン
桂ゴルフクラブ（北海道）

夏休み8/3

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8/15～8/19

青木功ジュニアクラブにゅうす

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

前日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

ジュニアキャンプ（小学4年生以上）
ロックヒルゴルフクラブ（茨城県）

春休み3/27～3/29

facebook はじめました！ 青木功ジュニアクラブ で検索してください。



土屋ゆきかず　青木プロが親に感謝しなさいと
おっしゃていることがよく分かりました。

佐藤たまき　青木プロに指導していただいたおかげで、
より自信がつきました。

羽田みずき　中学三年生ではゴルフ・勉強・生徒会長の
三刀流を全力で頑張ります。

久保ふうま　受験勉強明けで久しぶりの芝でのゴルフでした。自分では
気付けない所を指摘してもらい力強い球が打てるようになりました。

細沼ひろまさ　青木プロにパターを教えてもらいパットが
うまくはいるようになって、とってもうれしかったです。

苫米地ゆうき　ルールとマナーについて
より一層学ぶことが出来ました。

夏川るい　ハーフベスト44がでました。
また来年も行きたいです。

浦りくし　青木プロに教えて頂いたことをすぐに
コースで実践することができたので良かったです。

芦澤はやて　一年ぶりのゴルフをしていなかったのと人工芝と
天然の芝は全然違ったので感覚が戻るのに時間がかかりました。

西尾たいち　アプローチの練習で初めて
チップインをしました。うれしかったです。

大村にの　僕はテクニックの事だけを考えていて
ゴルフの基本の事を忘れていたのだと思いました。

米川こうせい　おいしいご飯を出してもらって幸せでした。

飛田りゅう　初めての参加できんちょうしましたが
プロに教えてもらい、とても楽しくゴルフが学べました。

松田はやと　筋トレ・ストレッチはきつかったけれど楽しく、
筋肉痛になって鍛えられてる実感がわきました。

本間あゆみ　今年から中学一年生でかつぐ事も増える
ので体力作りも頑張っていこうと思います。

後藤りお　一人でとまるのが初めてだったので
少し不安だったけれど、とし上のお姉さんがいたので、
だいじょうぶでした。

高橋りょう　ハイレベルの候補にも選んでいただいたので、
これからもっと上達できるよう練習していきます。

2017年8月7日～11日（晴れ一時雨）茨城県　カバヤゴルフクラブ

第9回　ハイレベル合宿 最終日トーナメント
2017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

3位 谷口こうたろうくん優勝 山田そらくん
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突然の雨で練習場へ移動しスイング撮影
マッチプレーの結果は・・？

雨がやまずスイングﾞ分析

2018年3月27日～29日（晴れ一時雨）茨城県　ロックヒルゴルフクラブ

第20回ジュニアキャンプ 〜
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イベント報告第21期

第49回ワンポイントレッスン会
2017年8月4日（晴天）北海道　桂ゴルフ倶楽部・桂ゴルフガーデン

2017年6月1日～
2018年5月31日

10:00 受付
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

いいボールだ クラブ換えた？

右手もしっかり、
そう上手だ。

ど
こ
を
目
標
に
し
た
？

第50回ワンポイントレッスン会
2017年8月18日（晴）東京　京浜ゴルフクラブ

15:00 受付
15:30 ドライビングレンジ　パター
17:00 解散

一人が外せば最初から・・いつもより緊張

ハイレベル合宿でも言っただろ～

左で強く持ってみよう！

どうしたら
真っ直ぐ飛びますか？

8月7日（月）
17:30 受付
18:00 夕食
19:30 オリエンテーション・入浴
21:00 就寝

8月8日（火）
4:50 起床
5:00 ストレッチ
5:40 ラウンド
7:40 シャワー
8:00 朝食
8:45 台風の影響によりロックヒル

ゴルフクラブにて練習
12:00 シャワー・昼食・昼寝
14:30 研修スイング分析
15:50 2本ラウンド
18:00 ランニング・シャワー
18:50 夕食
19:30 研修
20:00 ストレッチ
21:00 就寝

8月9日（水）
4:50 起床
5:00 ストレッチ
5:30 ラウンド
7:20 ランニング
7:50 シャワー
8:20 朝食
9:00 アイアンフルショット

アプローチ
100Y以内ストロークプレー

12:00 シャワー・昼食・昼寝
14:30 ルール研修
15:30 マッチプレー・シャワー
18:30 夕食
19:30 アプローチ研修
20:00 ストレッチ
21:00 就寝

8月10日（木）
4:50 起床
5:00 ストレッチ
5:30 ラウンド・ランニング
7:40 シャワー
8:20 朝食
9:00 ドライバー

100Y・150Y・180Yバンカー
12:00 シャワー・昼食・昼寝
14:30 研修スイング分析
15:30 1ボールラウンド・シャワー
18:00 夕食・すいか割り・花火

ストレッチ
21:00 就寝

8月11日（金）
4:50 起床
5:00 ストレッチ・トレーニング
6:30 朝食
7:30 トーナメント・入浴・昼食
13:00 退所式
13:40 ゴルフ場出発

準優勝 緑川たかひろくん

トレーニングは続けていますか？

ストレッチは続けていますか？

朝のトレーニング～
ランニング後のダッシュ～

3月27日（火）
14:00 東京駅集合

ゴルフ場到着
17:30 入所式
18:00 夕食
19:00 トレーニング
20:00 入浴
21:00 就寝

3月28日（水）
5:50 起床
6:00 ストレッチ

ランニング
7:40 朝食
8:30 ドライビングレンジ

アプローチ
パター

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

ストレッチ
21:00 就寝

3月29日（木）
5:50 起床
6:00 ストレッチ

ランニング
7:40 朝食
8:30 ラウンドレッスン
12:00 入浴

昼食
14:00 退所式
14:30 ゴルフ場出発
17:00 東京駅解散

順 位 プレイヤー名 スコア
優 勝 山田そら 36-36 72
準優勝 緑川たかひろ 34-38 72
3位 谷口こうたろう 36-37 73
4位 中村ふきと 38-37 75
5位 柏俣ゆう 38-38 76
5位 関れおと 38-38 76
7位 藤原なおき 42-36 78
8位 久保ふうま 43-41 84
9位 土屋ゆきかず 49-39 88
10位 緑川ゆうや 48-46 94
11位 萩原しゅうや 51-44 95

優勝はカウントバックにより決定



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！！

2018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.２7創刊２7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

みんな
げんきですか！
今年は　春も早くやってきて　暑い夏も
早いようです。

春のキャンプも終わり　みんなのメッセー
ジを読み　笑顔の写真を見ています。
どの子もみんな　いい笑顔です。
初参加の子どもはドキドキしても
帰宅すれば　家でキャンプの報告で
話がとまらないのではと　思います。
連続参加の子ども達は　面倒見よく
みんな一つになり　楽しい思いでを
作って帰ります。

この春のキャンプ開催をし　子ども達を
見ていると　平和だなあと思います。
世の中　どんどん複雑化し　おかしな事
怖いことなど起きています。
そんな　世の中は嫌だなあと思います。

この平和の言葉が　死語にならないよう
平和がつづいていくよう私たち大人は　
子ども達に平和の大切さを
つないで行かなくては　いけないと思って
います。・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

2018年1月1日～12月31日
★第22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。

‘18.1/1
　

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22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22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。

ワンディレッスン
桂ゴルフクラブ（北海道）

夏休み8/3

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8/15～8/19

青木功ジュニアクラブにゅうす

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

前日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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春休み3/27～3/29

facebook はじめました！ 青木功ジュニアクラブ で検索してください。
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2018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.２7創刊２7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

みんな
げんきですか！
今年は　春も早くやってきて　暑い夏も
早いようです。

春のキャンプも終わり　みんなのメッセー
ジを読み　笑顔の写真を見ています。
どの子もみんな　いい笑顔です。
初参加の子どもはドキドキしても
帰宅すれば　家でキャンプの報告で
話がとまらないのではと　思います。
連続参加の子ども達は　面倒見よく
みんな一つになり　楽しい思いでを
作って帰ります。

この春のキャンプ開催をし　子ども達を
見ていると　平和だなあと思います。
世の中　どんどん複雑化し　おかしな事
怖いことなど起きています。
そんな　世の中は嫌だなあと思います。

この平和の言葉が　死語にならないよう
平和がつづいていくよう私たち大人は　
子ども達に平和の大切さを
つないで行かなくては　いけないと思って
います。・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

2018年1月1日～12月31日
★第22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。

‘18.1/1
　

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22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22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。

ワンディレッスン
桂ゴルフクラブ（北海道）

夏休み8/3

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8/15～8/19

青木功ジュニアクラブにゅうす

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

前日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

ジュニアキャンプ（小学4年生以上）
ロックヒルゴルフクラブ（茨城県）

春休み3/27～3/29

facebook はじめました！ 青木功ジュニアクラブ で検索してください。




