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＜サマーキャンプインフォメーション＞ 

選手の皆様！それから保護者の皆様！ 

この度は、JGAAサマーキャンプ２０１６にお申込みいただきまして誠にありがとうございます。 

エントリーリスト及びキャンプの時間割などをご案内させていただきます。 

ジュニア育成の新しいステージの創造に向けて、今後日本ジュニアゴルフツアーをより一層充

実させますので宜しくお願い申し上げます。 

■キャンプ会場：サンヒルズカントリークラブ      

                 ■開 催 日：平成２８年８月８日（月）～１０日（水） 

エントリーリスト （使用コース：ＷＥＳＴ １日目ＯＵＴ９Ｈ、２日目ＩＮ９Ｈ、３日目 OUT９H） 

ＮＯ 種    目 選手氏名 出身地 

*１ １８歳以下男子  小澤
お ざ わ

  友
と も

     Ozawa Tomo 
東 京 都 

Todd Baker Golf Academy 

２ １２歳以下女子  川畑
かわばた

  萌
もえ

    Kawabata Moe 
埼 玉 県 

栄和小学校 

３ １０歳以下男子   田口
た ぐ ち

 瑞樹
み ず き

    Mizuki Taguchi 
東 京 都 

Todd Baker Golf Academy 

*４ １０歳以下男子   今屋
い ま や

 大雅
まさたか

    Imaya Masataka 
東 京 都 

Todd Baker Golf Academy 

５ １０歳以下男子   星野
ほ し の

 煌
こ う

貴
き

    Kouki Hoshino 
群 馬 県 

榛東北小学校 

    

＊の選手は、新宿駅東口アルタ前から６時１５分頃に乗用車で会場に向かいます。 

 

■当日受付：参加者の受付は、ＡＭ８：４０より専用カウンターにて行い、ロッカーキーの授受は 

フロントカウンターで行います。 

 

 

 

 

 

 

■キャンプ内容：２泊３日のキャンププログラムを通じて、サンヒルズカントリークラブの施設を利

• ０８：４０～０８：５０受付

• ０８：５０(コンペルーム）集合

Todd Baker Golf Academy Summer Camp   

トッドベーカーゴルフアカデミーサマーキャンプ２泊３日 

エントリーリスト及びキャンプスケジュール 



用して、主にゴルフレッスンとトレーニングを中心にステップアップを図ります。

また、自然の中で団体規律やマナー、エチケットなども身につけていただきま

す。  

■コ ー ス：午前中レッスン、午後からＯＵＴ又はＩＮの９ホールラウンドレッスン（３日間とも） 

■準備物：筆記用具、虫よけ、水筒、タオル、常備用薬、帽子、着替え、パジャマ、保険証など 

       （★食べ物にアレルギーのあるジュニアは前もってお知らせください） 

       夏の虫から体を守るため、ラウンド中はなるべく肌を露出しない長ズボンの方をお薦めします。 

※アプローチの練習やラウンドレッスン中は、常に目土袋とスコップを携帯して目土を実行し、練習後ま

たはラウンド後は、目地袋の砂は元に戻してください。 

※受付の際には必ず保険証のコピー（又は学生証）が必要になりますのでご準備ください。（免税処理） 

※ゴルフ場での清算はその日その日の清算となりますので、各自夕方までに清算をお願いします。 

 

★８/１２（金曜）に世界で有名な「芝攻略法：エイムポイント」の専門コーチを呼んでいます。エイムポイン

トでグリーンを読む方法は、プロもアマも同じです。誰でも２時間+２時間の講習を受けるだけで、プロ

が実践している正確なグリーン読みの方法を取得することができるようになります。 

目新しい Aim & Speedを学習しますので、なるべくご参加ください。 

■サマーキャンプスケジュール： 

   １日目（８月８日、月曜日）                 ※状況により変更する場合がございます。 

    時 間             サマーキャンプの内容 

０６：１５～ 原則キャンプ会場集合。キャンプ場行き乗用車をご予約の人は、 

ＪＲ新宿駅東口アルタ（ＡＬＴＡ）向えバス停に集合 

０８：４０～０８：５０ キャンプ会場サンヒルズＣＣにて受付 

０８：５０～０９：００ キャンプ会場にて受付、オリエンテーション 

０９：１０～１１：５０ 

（組分け） 

ドライビングレンジでのスイング診断及びレッスン実施 

ポスチャー、スイングチェック講習（技術、身体、メンタル、戦略に

ついて指導） 

★ビデオ診断を行いながらレッスン実施、前後対比をします。 

★その都度、参加者にレポート課題を出します。 

ショートコースでのパッティング、チッピング、バンカー練習を交代

制で実施します。 

１２：００～１２：４０ ランチ、休憩（状況により調整） 

１２：５０～１４：００ 

（組分け） 

引き続き、ドライビングレンジでのスイング診断及びレッスン実施 

ポスチャー、スイングチェック講習（技術、身体、メンタル、戦略に

ついて指導） 

ショートコースを利用し、パッティング、チッピング、バンカーレッス

ン 

★ビデオ診断を行いながらレッスン実施、前後対比をします。 

★その都度、参加者にレポート課題を出します。 

１４：１０～１６：３０ 

９ホール スキルアップラウンドレッスン実施 

（コース戦略、ホールの攻め方、ティーショット位置、傾斜からのショ

ット、バンカーショットなど） 

オンコースでの状況判断の仕方やライによる打ち方の違いの勉強 

１６：３０～１７：００ フィジカルトレーニング、ダッシュ 

１７：００～１８：２０ コーチとの個人面談、一人ひとり自分の夢と実践方法を披露。 

メンタルトレーニング 

１８：２０～１９：００ 夕食 



１９：００～２０：３０ 温泉でお風呂、休憩、疲れを癒す 

２０：３０～２１：３０ フリータイム 

２１：３０～ 就寝 

  

２日目（８月９日、火曜日）                  ※状況により変更する場合がございます。 

    時 間             サマーキャンプの内容 

０６：００～ 起床 

０６：２０～０６：５０ 集合、ショートコース周辺でジョギング、ストレッチ 

０７：００～０７：５０ 朝食 

０８：００～１１：５０ 

（組分け） 

ドライビングレンジでのスイング診断及びレッスン実施 

ポスチャー、スイングチェック講習（技術、身体、メンタル、戦略に

ついて指導） 

★ビデオ診断を行いながらレッスン実施、前後対比をします。 

★その都度、参加者にレポート課題を出します。 

ショートコースでのパッティング、チッピング、バンカー練習を交代

制で実施します。 

１２：００～１２：４０ ランチ、休憩（状況により調整） 

１２：５０～１４：００ 

（組分け） 

引き続き、ドライビングレンジでのスイング診断及びレッスン実施 

ポスチャー、スイングチェック講習（技術、身体、メンタル、戦略に

ついて指導） 

ショートコースを利用し、パッティング、チッピング、バンカーレッス

ン 

★ビデオ診断を行いながらレッスン実施、前後対比をします。 

★その都度、参加者にレポート課題を出します。 

１４：１０～１６：３０ 

９ホール スキルアップラウンドレッスン実施 

（コース戦略、ホールの攻め方、ティーショット位置、傾斜からのショ

ット、バンカーショットなど） 

オンコースでの状況判断の仕方やライによる打ち方の違いの勉強 

１６：３０～１７：００ フィジカルトレーニング 

１７：００～１８：２０ コーチとの個人面談、反省会。夢に近づけるための心構え、両親

へのレターメンタルトレー、発表会 

１８：２０～１９：００ 夕食 

１９：００～２０：３０ 温泉でお風呂、休憩、疲れを癒す 

２０：３０～２１：３０ フリータイム 

２１：３０～ 就寝 

 

   ３日目（８月１０日、水曜日）                 ※状況により変更する場合がございます。 

    時 間             サマーキャンプの内容 

０６：００～ 起床 

０６：２０～０６：５０ 集合、ショートコース周辺でジョギング、ストレッチ 

０７：００～０７：５０ 朝食 

０８：００～１１：５０ 

（組分け） 

ドライビングレンジでのスイング診断及びレッスン実施 

ポスチャー、スイングチェック講習（技術、身体、メンタル、戦略に

ついて指導） 

★ビデオ診断を行いながらレッスン実施、前後対比をします。 



★その都度、参加者にレポート課題を出します。 

ショートコースでのパッティング、チッピング、バンカー練習を交代

制で実施します。 

１２：００～１２：４０ ランチ、休憩（状況により調整） 

１２：５０～１４：００ 

（組分け） 

引き続き、ドライビングレンジでのスイング診断及びレッスン実施 

ポスチャー、スイングチェック講習（技術、身体、メンタル、戦略に

ついて指導） 

ショートコースを利用し、パッティング、チッピング、バンカーレッス

ン 

★ビデオ診断を行いながらレッスン実施、前後対比をします。 

★その都度、参加者にレポート課題を出します。 

１４：１０～１６：３０ 

９ホール スキルアップラウンドレッスン実施 

（コース戦略、ホールの攻め方、ティーショット位置、傾斜からのショ

ット、バンカーショットなど） 

オンコースでの状況判断の仕方やライによる打ち方の違いの勉強 

１６：３０～１７：００ フィジカルトレーニング 

１７：００～１７：３０ 親御様と再会、アカデミーキャンプディプロマ（ＤＩＰＬＯＭＡ）授与

及び２泊３日間の総評、解散 

 

■ゴルフレッスン方法：ドライビングレンジでのスイング診断及び３日間ハーフコースのラウンドレ

ッスン実施。 

■レッスン内容：（１）ドライビングレンジでのスイング診断の実施内容 

 

 

 

      実践的で効果的な練習！         憧れのテクニックを伝授！ 

 

 

 

 もち球でドライビングレンジを使用したレッスンを行います。 

 レッスン内容は個別指導。 

 ハンディービデオを使用したレッスン。 

 状況により入れ替え制も考慮します。 

 参加者全員にレッスン中に問題点や課題を出しますので記録して下さい。 

 オンコースでは、練習した事を実践してください。（途中質問 OK） 

 

（２）ショットコース及びコースラウンドレッスンの実施内容 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

ティーショットレッスン 

アプローチレッスン 

パターレッスン 

 

 

バンカーレッスン 

各ホールの特性を活かし

コーチがそれぞれの課題

でステップアップレッスンを

行います。 

各ホールの特性を活かしたレッスン 

上達のためには必須の練習法！ ティーチングプロの華麗なる技！ 



 （例えば、１番ホールは距離が長いのでティーショットのレッスンを行い、２番ホールは 

顎の高いバンカーがあるので、バンカーショットのレッスンを行い、３番ホールはグリー 

ンにアンジュレーションがあるのでパターレッスンを行う等です。） 

 

 ■指 導 者： 

圧倒的な強さと、トレードマークの金髪により「ゴールデンベア」と称され、日本では「帝王」と

呼ばる史上最高のゴルファー、ジャック・ニクラウス。ジャック・ニクラウスゴルフアカデミーは、

世界各地のアマチュアおよびプロゴルファーにレッスンを行う世界有数のゴルフ・スクールで

す。ジャック・ニクラウス氏はその卓越した理論と指導方法により、世界のメジャートーナメント

で活躍する数多くのビッグネームを育てた実績を持っています。氏が育てたインストラクター

陣も評価が高く、今回は日米で２２年間ジャック・ニクラウスゴルフアカデミーでチーフインスト

ラクターとして指導してきたトッドベーカーコーチを迎え、ゴルフの神髄を教えていただき、皆

様の能力を引き出します。 

世界一流プロ達が認めたジャック・ニクラウスのティーチングメソッドをキャンプに参加する

皆様に提供する画期的プログラムです。 

 

[トッド・ベーカー（Mr. Todd Baker）ＰＧＡプロ] 

カナダ出身。ジャック・ニクラウス公認シニアインストラクター兼日本ゴルフアカデミー協会指 

導公認インストラクター。日本語は堪能でコミュニケーションには英語＋日本語となります。 

カナダＰＧＡのＡ級メンバー。ジャック・ニクラウスゴルフアカデミーで日米通算２２年間チー 

フインストラクターとして活動。２０１０年にセントアンドリュースの全英オープンを含め、数多く 

のプロフェッショナルトーナメントコーチとしてツアーに参加。２０１０年ＪＧＴＯルーキーオブザ 

イヤーに輝いた園田峻輔プロのコーチでもあります。 

 

※ご案内：エイムポイント（Ａｉｍ Ｐｏｉｎｔ）の指導は８/１２（金）となります。 

[山田 大（Mr.Yamada Dai）インストラクター] 

エイムポイント公認インストラクター、「ハロルドスワッシュ」公認インストラクター。 

日本ゴルフアカデミー協会指導公認インストラクター。 

名古屋出身。アメリカカリフォルニア州サンディエゴにて「スタック＆ティルト」「1 プレーン」な

ど様々なスイング理論を学ぶ。また、自身もアメリカのミニツアー（ペプシーツアー）などに参

加し経験を積む。帰国後、複数のツアープロのコーチを勤める傍ら、将来プロゴルファーを

志すアマチュアゴルファーやクラブチャンピオンを目指すアマチュアゴルファーの指導を行

っています。２０１４年、海外のゴルフコーチとの繫がりから日本人で初めてエイムポイント公

認資格を取得。現在世界中で数名しかいない AimPoint Level3 公認インストラクターとして

活動中。また、日本では馴染みの少ないパッティング理論「ハロルドスワッシュ」公認資格を

世界 No.1 パッティングコーチとして呼び声の高い Phillip Kenyon 氏から取得。その理論を

元にツアープロやアマチュアゴルファーにパッティングの指導を行っています。 

 

日本ではプロゴルファーを養成する本格的なゴルフアカデミーが少なく、地場のゴルフ練

習場に通いながらたまたまそこに所属しているプロゴルファーに教わっているのが現状です。

何等かの理由で別のコーチに指導を受けることになると、全く違うことを言われるのが日常

茶飯事。このようなゴルフ指導者の問題を抱え、経済的事情が許す限りゴルフ留学に行こう

とするのが当たり前になっています。 

 



世界的レベルでのコーチング陣を擁し、エリート教育によるプロの人材育成を目指す日本

ゴルフアカデミー協会（ＪＧＡＡ）が今回のサマーキャンプコーチとして指名したのが、ジャッ

ク・ニクラウス公認インストラクターの資格を保持し、コーチとして日米２２年間のアカデミー

実績を有して、優れた分析能力で安定するゴルフができるように指導に当たっているトッド

ベーカーコーチです。 

 

現在世界でも活躍できるようなトッププロの卵を発掘、育成するため、「日本ゴルフアカデミ

ー協会×トッドベーカーゴルフアカデミー」を開設しており、ＪＪＧＴ会員を対象にジュニアゴ

ルファーの指導に力と魂を注いでいます。 

ご指導を必要とするジュニアはＪＪＧTの事務局までご連絡ください。  

 

 

◎キャンプに際しての緊急連絡先：090－6344－0178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※諸事情により、ご参加できない選手は、お早めに「サマーキャンプ欠場届」を出してください。 

ＦＡＸ送信先：03-6380-5564 

           サマーキャンプ 欠場届 

  

                                            ２０１６年 ８ 月   日 

 

◎キャンプ名：201６トッドベカーアカデミーサマーキャンプ IN サンヒルズＣＣ 

JJGT大会本部 殿 

                    出場種目：      歳以下 男 ・  女 

                         選 手 名：                   

                         所属団体：                   

                         連 絡 先：                   

 

         下記理由によりキャンプを欠場します。 

 

   理由：                             

                                                                    

                                                                                          

                                                                    

                                    
 

 

 

                      ジュニアの未来を創造する 

                      ＪＪＧＴ 日本ジュニアゴルフツアー 

 



■ウエスト ＯＵＴコース・ＩＮコースのご案内 

                 

           ３６ホールの丘陵コース。サンヒルズ 

カントリークラブは、穏やかなアンジュレーションがコース 

全体にあり、整備されたベントグリーンは評判。特に、西コースは池がキーポイント 

のアメリカンスタイルです。３番左ドックのミドル左サイドの池は綺麗で、プレッシャーにも 

なっている。４番池越えのショートも美しい。ベントの 1グリーンは大きく傾斜あり。 

本格的ショートホールが３ホールあり、夜間照明付きなので 

前日ホテルに泊まって夜間のプレーも良いでしょう。 

 

 

OUT 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

TOTAL 

PAR 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 

Back 408 610 390 200 397 538 197 381 358 3479 

Regular 370 574 352 161 361 488 169 356 331 3162 

Ladies 329 538 278 141 310 440 143 316 306 2801 

レイ 

アウト 

  

 

 

  

 

 

 

 

IN 10 11  12 13 14 15 16 17 18 

TOTAL 

PAR 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 

Back 425 393 203 528 407 186 500 373 431 3446 

Regular 405 378 176 510 335 154 478 346 417 3199 

Ladies 362 343 148 475 295 129 443 320 279 2794 

レイ 

アウト 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_1.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_2.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_3.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_4.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_5.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_6.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_7.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_8.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_9.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_1.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_2.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_3.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_4.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_5.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_6.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_7.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_8.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_9.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_1.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_2.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_3.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_4.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_5.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_6.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_7.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_8.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_4752_9.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_1.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_2.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_3.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_4.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_5.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_6.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_7.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_8.htm
http://www.par72.co.jp/gcguide/cdata/hdata_1650_5164_9.htm

