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高等学校ゴルフ連盟の概要：事業目的
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ゴルフを通じて青少年の人間教育を

高等学校及び中学校に於ける教育活動としてのゴルフを通じて、
生徒の心身を鍛え、学校生活及び社会生活を営むにふさわしい生
徒を育て、ゴルフ界の健全な発展に寄与する

→ 将来立派な社会人として活躍できる人間を育てる



高等学校ゴルフ連盟の概要：事業内容
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競技会
主催、公認、

後援
及び管理運営

指導、育成
及び

普及・振興

指導者の育成

国際交流活動

高等学校・中学校のゴルフ活動全般をサポート

他団体との
提携や協力

など

広報活動

・機関紙発行
・ホームペー

ジ開設

スポンサー
招致活動



高等学校ゴルフ連盟の概要：組織
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社員総会

会員

理事会

※会員の内容
① 当連盟加盟のゴルフ部顧問
② 各地区高等学校ゴルフ連盟
③ 当連盟加盟のゴルフ部の生徒
④ 個人会員
⑤ 賛助会員

代議員

会長

副会長

理事会の推薦による



高等学校ゴルフ連盟の概要：沿革
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1979年（昭和54年） 全国高等学校ゴルフ連盟 発足

1980年（昭和55年） 第1回全国大会（男子の部のみ）開催（関東・関西 34校170人参加）

1986年（昭和61年） 第7回全国大会より女子の部開始

1988年（昭和63年） 第9回全国大会より、北海道、東北、中部、中国、四国、九州からも参加し
全国規模での開催となる

2009年（平成21年） 日本高等学校ゴルフ連盟に改称

2012年（平成24年） 一般社団法人化

2019年（令和元年） 創立40周年
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高等学校ゴルフ連盟の概要：加盟校
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【加盟校】３６２校
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北海道高等学校ゴルフ連盟

東北高等学校ゴルフ連盟

関東高等学校ゴルフ連盟

四国高等学校ゴルフ連盟

中部高等学校ゴルフ連盟

関西高等学校ゴルフ連盟

中国高等学校ゴルフ連盟

九州高等学校ゴルフ連盟



大会開催実績－主催競技
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【緑の甲子園】
・文部科学大臣旗争奪
全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会 団体の部

・文部科学大臣杯争奪
全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会 個人の部

【春高ゴルフ】
・文部科学大臣盾争奪
全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会

・全国中学校・高等学校選抜ゴルフマッチプレー選手権大会
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大会開催実績－派遣競技
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・トヨタジュニアゴルフワールドカップ

・アジアジュニアゴルフチームチャンピオンシップ

・アジアパシフィックジュニアカップ

・日泰親善ジュニアゴルフ遠征（2018年度まで）

・ジュニアオレンジボウルインターナショナル
ゴルフチャンピオンシップ

・日韓対抗中学・高校生ゴルフ選手権



大会開催実績－後援競技

（抜粋）

・全日本アマチュアゴルファーズ選手権

・全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権

・日本ジュニアゴルフ選手権

・PGAジュニアゴルフ選手権
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過去の大会、団体の部優勝校
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2019年第40回大会
大阪学院大学高校

男子 女子

2019年第40回大会
沖学園高校

1980年第１回大会 1986年第７回大会 2015年第36回大会
作陽高校

応援メッセージ



過去の大会、個人戦タイトルホルダー
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倉本昌弘プロ
丸山茂樹プロ

宮里優作プロ 松山英樹プロ

福嶋晃子プロ
宮里藍プロ
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（1970年代） （1980年代） （1990年代） （2000年代） （2000年代）

金谷拓実（アマ）

生駒佳代子プロ
平瀬真由美プロ

柏原明日架プロ



過去の大会、個人戦タイトルホルダー
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金谷拓実が史上4人目のアマ優勝‼松山プロ以来8年ぶり

金谷は広島県出身の21歳

広島国際学院高在学中の2015年に「日本アマ
チュア選手権」を史上最年少の17歳51日で制覇。

東北福祉大に進学して、18年の「アジアパシ
フィックアマチュア選手権」で優勝し、19年の
「マスターズ」に出場した。

【緑の甲子園】
2015年第36回大会 団体の部優勝（広島国際②）
2016年第60回大会 個人の部優勝（広島国際➂）



ゴルフ業界の課題と高等学校ゴルフ連盟の役割
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高等学校及び中学校における教育活動を通じ
ジュニア育成の面でゴルフ界の発展に貢献
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2019/8/13

「レジャー白書２０１９」

ゴルフ人口前年同の

６７０万人



ジュニアゴルファー増加のために
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若年層が日常的に「ゴルフ」に触れる機会を創出していく

高等学校・中学校の部活動

野球部のある高校：3,957
部員数： 143,867名
2019年 日本高等学校野球連盟HPより

ゴルフ部のある中・高校：362
部員数：4,201名

（個人加盟含む）

創部目的となる環境の構築
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ゴルフ部を増やすことが重要

ピーク時
平成４年
6,900人



ジュニアゴルファー増加のために
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ゴルフ部創設を促進するためには

目標となる大会・魅力ある大会が必要



【緑の甲子園】近年の取り組み
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＜開設SNS各種URL＞
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCeFQp9yDnkwNVPUcIgRxlpw/feed

Facebook：https://www.facebook.com/highschoolgolf/

Twitter：https://twitter.com/highscool_golf

Instagram：https://www.instagram.com/kougoren/

＜LIVE放送＞

全国高等学校ゴルフ
選手権大会

（団体の部・最終日）

解説：横田真一
実況：田中雄介

https://www.youtube.com/channel/UCeFQp9yDnkwNVPUcIgRxlpw/feed
https://www.facebook.com/highschoolgolf/
https://twitter.com/highscool_golf
https://www.instagram.com/kougoren/


「ゴルフ」の魅力の創出➀：【緑の甲子園】
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開催ゴルフ場を高校・中学ゴルフの「聖地化」へ

【サッカー】
全国高等学校サッカー選手権
国立（サイスタ）

【野球】 春・夏の甲子園

「緑の甲子園」

Presents

2020全国高等学校・全国中学校ゴルフ選手権大会

日程：2020年8月25日㈫－26日㈬ 団体の部
8月28日㈮－29日㈯ 個人の部
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【緑の甲子園】開催コース
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サンヒルズカントリークラブ
高校男女

中学・高校ゴルフの聖地へ
継続開催で

コース紹介映像

ピートダイゴルフクラブ VIPコース
中学男女



大会の多様化
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全国高等学校シミュレーションゴルフ選手権大会 開催

 会場：GOLFZON直営施設 ドライビングレンジ東新宿

 日時：2020年２月１日（土）～２月２日（日）

 選手：全国から選抜された男女40名

 （ハンディキャップによる2 DIVISION制）

PRESENT



「ゴルフ」の魅力の創出②：【新たなゴルフ体験】
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シミュレーションゴルフ大会によるゴルフ体験の多様化
• 高校生を対象とする初の本格的シミュレーションゴルフ競技会

• 「緑の甲子園」と同じ「サンヒルズカントリークラブ」が舞台

• 超高感度センサー、傾斜に合わせて動くプレート、時間差の無い
精密な映像による新たなゴルフを体験

• 大会優勝者（女子）へGOLFZON Japan主催の女子プロシ
ミュレーショントーナメント”WGTOUR Japan”の出場資格を付与



ゴルフ部創設
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課題

・指導者の不足

・ゴルフ用品の不足

・練習環境の不足

課題を解決



ゴルフ部創設のサポート体制
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ゴルフ用具の提供

指導者の育成と
ゴルフ部創設

練習環境の提供
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新しい形の練習環境
直営練習場

全国140以上の
ゴルフ場

シミュレーション
機器の提供も視野

※ニーズに合わせて
クラブ
練習用ボール
練習用マット

新設・既存ゴルフ部を
全力でバックアップ！



４社の協働によるゴルフ業界の活性化

日本高等学校ゴルフ連盟

それぞれの強みを持ち寄り、４社でしかできない取り組みを行っていく
22

ジュニアゴルファー
活性化プロジェクト
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