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エイムポイントレッスン会           ― 2017 AIMPOINT LESSON ―  

         

■主 催：一般社団法人日本ゴルフアカデミー協会（JGＡA）  ＵＲＬ:http://www.jjgt.net  

■エイムポイント・エクスプレスリードとは：グリーン上にあるボールがカップに対しどれ位曲がる

のかを正確に把握する方法。今、世界のトッププロからも大注目されているのが

「エイムポイント・エクスプレスリード」です。その最大の特徴は、プレーヤーがグリ

ーンのラインを読む際に指をカップ方向へ向け“独特なポーズ”をすることです。

曖昧な目則に頼らず傾斜を体で感じ、それを元にラインを読む攻略法です。エイ

ムポイントは、今まで経験でしか会得できなかったグリーン上のラインを簡単な方

法で可視化することができる技術です。 

エイムポイントを使えば、「プロ並みのラインの読み」が簡単に習得することができ

ます。エイムポイントは、世界トップの選手であってもゴルフ初心者の方でも全く

同じ技術を使いラインの読みが出来るようになります。 
■レッスン会場：生命の森リゾート 真名カントリークラブ（千葉県茂原市真名１７４４）   

ＴＥＬ０４７５－２４－５２１１       ＵＲＬ：http://www.mannacc.com/ 

 

 

 

 

 

 

         ◎ お車の場合 千葉外房有料道「大沢 IC」３ｋｍ,圏央道「北茂原 IC」3km[所要時間 ５分]  

          ◎ 電車の場合 ＪＲ外房線 茂原駅下車 タクシーで１５分 

 ＪＲ外房線 誉田駅下車 タクシーで２５分クラブバスは誉田駅南口より運行 

■開 催 日：平成２９年４月６日（木）１０：００～１２：００および１３：００～１５：００ 

（変更がある場合もございます） 

■締 切 日：平成２９年３月３１日（金）２４：００ （ネットエントリーで受付します） 

         ※締切日前でも定員になり次第締切りさせていただきます。 

■エントリーリスト発表：平成２９年４月３日（月）以降大会ホームページ http://www.jjgt.net 

にエントリーリストを発表いたします。 

■当日受付：参加者各自の受付は、ＡＭ９：３０より会場の練習グリーンにて行います。 

■参加資格：（１）プロゴルファー 

（２）アマチュア一般 大人の場合はＦＡＸエントリーとなります。 

（３）ジュニア（日本ジュニアゴルフツアー（JJGT）の登録会員である方） 

          ※ ＪＪＧＴへの登録は、http://www.jjgt.net にてネット登録できます。 

グリーン攻略法 AimPoint Express Read Lesson   

エイムポイント・エクスプレスリード関東地区レッスン会 

Manna Country Club 

http://www.jjgt.net/
http://www.mannacc.com/
http://www.jjgt.net/
http://www.jjgt.net/


（４）受講制約書にご署名頂ける方。 

■募集人数：６～８名限定（Ａｉｍ＆Ｓｐｅｅｄクラスは４名限定です。） 

■参 加 料：プロ、アマチュア５６，０００円（税込）（ランキング登録管理費１０，８００円は不要） 

        ジュニア ４５，２００円（税込）  

（ランキング登録管理費１０，８００円／年間、登録済みの方は不要）        

■申込方法：http://www.jjgt.net よりネットエントリー、又はＦＡＸエントリー 

        会員規約確認→会員登録→会員番号とパスワード取得→大会情報にてレッスン

会を選択→ランキング規約確認→エントリー→銀行振込決済→レッスン会出席 

        ※入金前においてレッスン会のキャンセルは、締切日の２４時までに決済案内のエントリー

＆決済履歴でできます。キャンセルは、必ず同じ決済案内のエントリー＆決済履歴にてエ

ントリーの内容をご確認ください。 ＦＡＸでのキャンセルをしたい方は、ＦＡＸ０３－６３８０

－５５６４までにお願いします。送信後は必ずＴＥＬ０３－６３８０－５２６６までに確認をお願

いします。※入金後のキャンセルは振替えができますが、締切日以降のキャンセルは理由

の如何を問わずできません。レッスン会に不参加の場合でも参加料が発生します。 

■支払方法：お申込み後、銀行振込となります。振込先は下記の通りです。 

三菱東京 UFJ銀行  

新宿支店 普通預金 ０３８５７１１ 

口座名義：一般社団法人日本ゴルフアカデミー協会 
※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。 

■準備物：パター、ボール、ゴルフシューズ、水筒、タオル 

 

■レッスン内容： 

世界のトップで活躍する選手がなぜパッティングが上手いのか？その理由は大きく分け 

て３つあります。それはラインを読む技術、狙った方向に正確に構える技術、狙った方向に 

正しく打ち出し正確な距離を打つ技術です。これら一つでも欠けてしまうとカップイン率は 

下がってしまいます。このパッティングレッスンではアドレスの方法や打つ技術全てをツアー 

選手達が実践するパッティング理論に基づいて学んで頂き、世界レベルのパッティング技 

術を身につけて頂きます。 

 

【エクスプレスリード レベル１・２】 （１０：００～１２：００） 

エイムポイント・エクスプレスリードのベーシックを学んで頂きます。傾斜の感覚を掴み、 

ショートパット、ミドルパット、ロングパット、スネークラインまでしっかりと対応出来るようになり 

ます。 

―レベル１― 

１．オリエンテーション（エイムポイントの紹介） 

２．傾斜の傾きを把握する 

３．ショートパットの狙い方 

４．ミドルパットの狙い方 

５．キャリブレーション（グリーンの速さに合わせる方法と調整） 

 

―レベル２― 

１．ロングパットの狙い方 

２．スネークラインの狙い方 

３．オリエンテーション（質問など） 

 

 

http://www.jjgt.net/


 

【Ａｉｍ＆Ｓｐｅｅｄクラス】（１３：００～１５：００） 

 （１）“Ａｉｍ”クラスは、例えプロであっても狙った方向に正確にアドレスが出来る選手は全体 

   の１割以下とも言われています。出来る限りシンプルな手順で狙った方向に正しくアドレ 

   スが出来るように調整方法を学び、いつでも修正を行える手順を学びます。またボール 

   を狙い通りに打ち出す訓練も行います。 

 

（２）“Ｓｐｅｅｄ”クラスは、パット全体の距離感を養うものです。距離感はパットのミスの約９割 

  を占めるほど大問題です。プロのように毎日グリーンの練習が出来ないアマチュアにとっ 

  て本当に難しい問題でした。しかし、プロもアマチュアもこの“Ｓｐｅｅｄ”クラスで距離感の 

作り方を学べば絶妙なタッチを養う事が出来ます。フラットな地形は勿論、上下の傾斜、 

さらに複合傾斜の対応の仕方などを完璧に学びます。 

 

★準備物：パター、ボール、ゴルフシューズ  

※ゴルフシューズ。ソフトスパイクは不可、スパイクのないものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■指 導 者： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[山田 大（Mr. Yamada Dai Baker）] 

「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 

１９７３年名古屋生まれ。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。 

 

 

■開 発 者： [マーク・スウィーニー（Mr. Mark Sweeney）] 

米国のマーク・スウィーニー氏が独自の理論に基づいてパットの予想ラ

インを「解析・描画」するシステムを開発し、エイムポイントテクノロジーズ社

を設立。アメリカのゴルフチャネルに採用されて理論と精度の確かさを実

証し、後にその技術を応用した「エイムチャート」が考案されました。２０１１

年、同氏による「エイムチャート」をステージ―・ルイス選手が初めてトーナ

メントで実践し、その結果ランキングが急上昇。２０１３年に世界ランキング１

位の座を獲得したことでエイムポイントが一躍脚光を浴びることとなりました。 

   さらに、ジュニアの育成を目的に、チャートを使わない手法として『エイムポイント・エクスプ

レスリード』が誕生。ＰＧＡ・ＬＰＧＡのプロたちの間に広がり、世界中のトーナメントで彼らを

勝利へ導いてきたのであります。 

 

■キャンプに際しての緊急連絡先：０９０－６３４４－０１７８ 

 

     エイムポイントレッスン会の注意事項            

 

■エントリー前の確認 

（１）本レッスン会には一般の方はＪＪＧＴの会員でなくてもご参加できます。レッスン会のエントリーには必ず

本レッスン会の要項と注意事項をご確認のうえ、エントリーをお願いします。 

（２）ネットエントリーには、日本ジュニアゴルフツアー（ＪＪGT）のＩＤとパスワードが必要となります。ＩＤとパス

ワードを両方お忘れの場合は、ご登録いただいている電話番号、または contact@jjgt.netにお問い合

わせください。パスワードだけのお忘れの場合は、ログイン画面にて「パスワードを忘れた方はこちら」で

パスワードの再設定を行ってください。 

（３）エントリー数が定員数を超えた場合、締切日より早く締め切る場合がありますのでご了承ください。 

（４）レッスン会の開催に必要な最低エントリー数は６人とします。開催できなかった場合は、向こう１年以内

の別のレッスン会に参加する権利を与えます。 

 

■エントリーについて 

（１）大人の場合は、年１回のランキング登録管理費込みのエントリー費が不要となります。 

（２）エントリーリストに記載される所属団体名は、会員登録時の所属名となります。よって、同じ所属の選手

は表記を統一してご登録いただきますようお願いします。 

（３）会員登録の際は、必要事項を正確にご入力お願いします。登録のご住所や電話番号、所属、メール

アドレスなどの登録事項に変更がある場合は、マイページのご登録会員情報にて変更願います。 

 

■エントリー後の確認 

（１）エントリー後は、登録メールでの「エントリー受付完了通知」、またはマイページのエントリー大会一覧に

て必ずエントリー済みかどうかをご確認ください。 

（２）入金前のレッスン会のキャンセルは、マイページのエントリー大会一覧にてできます。キャンセル後は、

必ず同じマイページのエントリー大会一覧にてエントリーの内容をご確認ください。 ＦＡＸでのキャンセ

mailto:メールアドレスからcontect@jjgt.net


ルをしたい方は、ＦＡＸ０３－６３８０－５５６４にお願いします。送信後は必ずＴＥＬ０３－６３８０－５２６６ま

でに確認をお願いいたします。         

   ※レッスン会実施日における欠場届の記載内容はお名前、欠場理由などのお届け内容をご記入の上、

メール contact@jjgt.net かＦＡＸ０３－６３８０－５５６４までにご送信ください。 

※締切後のキャンセルは理由の如何を問わずできません。レッスン会に不参加の場合でも参加料が

発生                     発生しますのでご了承願います。 

 

■レッスン会当日 

（１）レッスン会当日の悪天候によるレッスン開催可否の判断は、開始１時間前の時点でレッスン会の指導

者が判断いたします。レッスン開催が不可能な時は、室内になる場合または別のプログラムになる場合

がございます。。 

但し、キャンプ開催中に起こった天災の場合は、レッスン会を行ったものと見なします。 

（２）レッスン中において、写真撮影のためカメラマンがコースに入る場合があります。その場合参加者の顔

写真等を使用する権利は日本ゴルフアカデミー協会（ＪＧＡＡ）に帰属します。また写真をホームページ

に掲載する場合があります。掲載写真の削除をご希望の方はご連絡ください。 

 

■その他 

（１）レッスン中または移動中に発生したケガ、事故等については、主催者は一切責任を負いませんのでご

了承願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

www.jjgt.net のご案内 
ＪＪＧＴ．ＮＥＴ（http://www.jjgt.net）は、社団法人日本ゴルフツアー協会が主催、運営する日本全国ジュ

ニアゴルフ大会（ＪＪGT）専門のポータルサイトです。ジュニア選手の皆様には大会のエントリーから支払決済

の受付及びインターネット、メールによるゴルフ情報の提供などのサービスを行っています。ＪＪＧＴのサイトを

ご利用頂くには、会員登録（無料）が必要です。 

【ジュニア大会へのエントリーの流れ】  

   

  パソコン http://www.jjgt.net                      インターネットで 

  にて会員登録＆エントリー                        組合せを確認     

   

 

１ 会員登録及びランキング登録を行う。 

まずは会員登録を行います。登録が完了すると、仮会員登録が完了します。登録メールに送られてきたメールで正式会員

登録を行います。ＩＤとバスワードは大会にエントリーする際に使用しますので、大切に保管してください。次回からはこのＩＤ

とパスワードでログインすることで簡単にエントリーができます。ご登録いただいたメールには情報などのメール配信を行うこ

とがあります。全国ジュニアゴルフツアー対象大会へご出場の場合にランキング登録が必要です。ランキング登録は支払日

より１年有効で、大会エントリーとともに行います。 

２ ログインを行い、大会情報を確認してください。 

全国をブロックごとに分け多くの大会を開催いたします。大会情報にＮＥＴエントリー受付中の付いている試合がインターネ

ットでエントリーできる大会です。大会の詳細はホームページの大会情報における大会要項にてご確認ください。 

  ３ そのままネットエントリーをご利用ください。 

大会情報画面右上の「ネットエントリー」でＩＤとパワーワードを入力すると、簡単に大会のエントリーができます。ご登録済の

メールアドレスに、エントリー受付完了のメールが配信されます。受付完了が配信されない場合は、エントリーが完了してい

ませんので、もう一度ご確認ください。エントリー内容をマイページのエントリー大会一覧にて必ずご確認願います。 

４ 支払いは銀行振込でお願いします。 

  お支払は銀行振込でお願いします。ご登録メールにエントリー受付完了通知とともに振込先をお知らせいたしますので、振

り込んでいただきますよう宜しくお願いします。恐れ入りますが、振込手数料はお客様の負担とさせていただいております｡ 

  キャンセルまたは競技種目の変更につきましては、大会要項をご確認ください。 

５ 会員登録情報の変更 

ご登録した情報の変更はマイページのご登録会員情報画面にて変更可能です。またﾒｰﾙcontact@jjgt.netまたはFAX03 

6380-5564 でも 24 時間承ります。但し、登録されているご連絡先からに限らせていただきます。 

６ 個人情報保護について 

社団法人日本ゴルフツアー協会は、お客様の個人情報やプライバシーを保護する事が、弊社事業活動において重要であ

る事を認識し、それを遵守する事をお約束します。ＪＪＧＴのウェブサイトは、お客様ご自身が個人情報を開示する事なく閲覧

利用することができます。また、当ウェブサイトを閲覧されただけでは、お客様の個人情報が収集される事はありません。但

し、お客様から個人情報をご提供頂けない場合には、ご利用頂けないサービスもございます。ＪＪＧT のウェブサイトで個人情

報が必要な場合には、その旨を明示し、収集した個人情報の扱いについても、事前にお客様が確認できるようにいたします。

お客様からご提供頂いた個人情報は、以下の何らかに該当する場合を除き、第三者へは開示しません。①お客様の同意

がある場合やお客様個人を識別することができない状態で開示する場合。②大会主催者へ必要事項を通知する場合。③Ｊ

ＪＧT が有益と判断した斡旋情報の提供、大会情報・組合せ及び結果並びに選手データ、ランキング通知等サービスとして

の必要事項。④予めＪＪＧＴとの間で機密保持契約を締結している企業等の第三者への業務委託等に必要な限度において

開示する場合。⑤有料サービスのご利用や商品のご注文等で決済が必要な場合。⑥関係法令等により要求された場合。 

７ 会員登録情報の削除 

会員登録の削除については、メール contact@jjgt.net または FAX03-6380-5564 で 24 時間承ります。但し、登録され

ているご連絡先からに限らせていただきます。 

大会出場 ・銀行振込 

http://www.jjgt.net/
mailto:contact@jjgt.netまたはFAX03
mailto:メールcontact@jjgt.netまたはFAX03

