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拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊協会事業にご理解、ご協⼒くださいまして誠にありがとうございます。⼼より御礼申し上げます。

昨年は、リオデジャネイロオリンピックにおいて、ゴルフ競技が112年ぶりに実施競技に復活いたしました。
⽇本⼈選⼿はそれぞれ健闘いたしましたが、残念ながらメダル獲得とはなりませんでした。次はいよいよ
2020東京オリンピックです。

現在の⽇本のゴルフ界は、1992年頃をピークに、ゴルファー⼈⼝ならびにゴルフ場来場者数は減少し、
ゴルフ場数も減少しております。

また、世界における⽇本のゴルフのレベルは、残念乍らどんどん下がっております。組織的に向上を⽬指
している韓国をはじめ、最近では、タイ、中国などにも後れを取り、今ここで⽴て直さなければ⼿遅れに
なるという危機感を持っております。

東京オリンピックを機会に国際舞台で継続して活躍できる選⼿を数多く輩出して、メダルの獲得を⽬標
に、⽇本ゴルフ界の存在感を⾼める事が、⽇本のゴルフ振興に寄与することになると考えております。

⽇本ゴルフ協会では、2015年よりナショナルチームのヘッドコーチに、オーストラリア⼈のプロコーチを招聘
し、選⼿強化に努めておりますが、徐々に効果が出てきております。

今後はこのシステムをさらに充実して、将来性あるジュニアゴルファーの発掘育成、ナショナルチームメン
バーの強化、プロ転向後間もないルーキープロの強化、そしてオリンピック強化指定選⼿の強化を⼀貫
したプログラムで⾏う新しい「選⼿強化プログラム」の構築に向けて、⽇本プロゴルフ協会、⽇本⼥⼦プロ
ゴルフ協会、⽇本ゴルフツアー機構とともに進めることといたしました(詳細については、「募集対象事業
の概要」ご参照)。

この「選⼿強化プログラム」を実現し、確かな成果を上げますためには、財政的な⽀援が必要でございま
す。JGA加盟倶楽部、地区連盟、ゴルフ関連団体、賛同いただける企業ならびにゴルファーの皆様に
幅広く募⾦をお願いいたしたく存じます。

この寄附につきましては、税制上の優遇措置がございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

寄附⾦の使途につきましては配分委員会(仮称)において決定し、毎年度、決算報告させていただきま
す。

敬具

２０１７年７⽉１⽇

公益財団法⼈⽇本ゴルフ協会

会⻑ ⽵⽥ 恆正
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特定寄附⾦の募集に関わる募⾦⽬論⾒書

「選⼿の育成・強化と⽇本代表⽀援」に関わる寄附⾦の募集

１．募集総額 ３００,０００,０００円

２．募集期間 ２０１７年７⽉１⽇ 〜 ２０２０年３⽉３１⽇

３．募集対象
(1) 選⼿強化プログラムの構築

・ JOC認定オリンピック強化指定選⼿の強化
・ ルーキープロ(アマチュア時代に⽇本代表経験のある選⼿)の強化
・ JGAナショナルチームメンバーの強化
・ 将来が有望視される選⼿の発掘及び育成・強化

(2) 国際競技への⽇本代表選⼿の派遣や強化合宿の実施

(3) 指導者育成強化プログラムの構築

４．募集理由 国際競技において活躍できる選⼿の育成・強化並びに国際
競技への⽇本代表選⼿派遣のため

５．資⾦使途 募集対象事業に充当する

２０１７年７⽉１⽇

公益財団法⼈⽇本ゴルフ協会
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募集対象事業の概要①

オリンピック／国際舞台での日本選手の活躍!!

ジュニアゴルファー

各地区指定強化選手
（男女180名）

ア
マ
チ
ュ
ア

プ
ロ

ナショナルチーム
男女各4〜10名

ルーキープロ
男女各3名程度

五輪強化指定選手
男女各8名

選
手
強
化
対
象
プ
ロ
グ
ラ
ム

2017年3⽉⽂部科学省は、
スポーツ⽴国を⽬指す第2期スポーツ基本計画を策定しました。

この中で、競技団体が⾏う「国際競技⼒の向上」事業が
重要な事業の⼀つとして位置づけられました

これを受け、⽇本ゴルフ協会では
新しい選⼿強化プログラム（⼀貫強化プログラム）を構築することとしました。

選⼿強化プログラム（⼀貫強化プログラム）の構築
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募集対象事業の概要②

選⼿強化プログラム（⼀貫強化プログラム）の構築

（1）ゴール

東京オリンピックメダル獲得、海外メジャー競技優勝、世界
ランキング50位以内にランクインできる競技⼒と⼈間性を
兼ね備えた選⼿を創出して、世界における⽇本のゴルフ界
の存在感を⾼めるとともに、その健全な普及・発展を図る。

（2）ミッション

最善のコーチング、選⼿サポート、⽇々のトレーニング
環境、スポーツ科学に基づく⽀援及び競技参加機会
等、エリートアスリートを育成強化する環境と組織体制
を構築し、⽇本⼈アスリートへ提供する。

（3）ビジョン

将来有望な選⼿を早い時期に発掘し、世界⽔準の強化プログラムを提供する。
それによって、選⼿のパフォーマンスと⼈間⼒を最⼤限に⾼める。



All Rights Reserved © JAPAN GOLF ASSOCIATION

- 5 -

募集対象事業の概要③

選⼿強化プログラム（⼀貫強化プログラム）の構築

（4）対象選⼿

①将来が有望視される選⼿（地区連盟強化指定選⼿）
②JGAナショナルチームメンバー
③ルーキープロ
④JOC認定オリンピック強化指定選⼿

対象選⼿とサポート内容

1. 将来が有望視される選⼿（地区連盟強化指定選⼿）

JGAナショナルチーム⼊りを⽬指す将来有望なジュニアで、全国8地区
連盟でJGAの⽅針に基づき育成・強化している選⼿。
【サポート内容】
・ JGAナショナルチームの⽅針に基づき、主にフィジカル⾯とテクニカル⾯
の強化を定期的にサポートし、スポーツ⼼理学や栄養学等のスポーツ
科学に関する教育も実施。

2. JGAナショナルチームメンバー
世界のフィールドで戦うにあたって必要とされる実践的なスキルの強化を
通して、「世界アマチュアランキング上位へのランクイン」を⽬指す。
【選考基準】
⽇本アマチュアランキングにより決定
男⼦︓10名／⼥⼦︓7名（2017年1⽉現在）
【サポート内容】
強化拠点及び国際競技⼤会において、以下の医科学的なコーチング
サポートを実施
・ フィジカルサポート
・ 競技分析サポート
・ テクニカルサポート（動作解析を含む）
・ メンタルサポート
・ けがをした際の専⾨医による診断とリハビリメニューの提供
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募集対象事業の概要④

選⼿強化プログラム（⼀貫強化プログラム）の構築

対象選⼿へのサポート内容

JOC認定オリンピック強化指定選⼿4.
オリンピック競技⼤会で⽇本代表選⼿として、「オリンピックでのメダル
獲得」を⽬指す。
【選考基準】
オリンピック・ゴルフ競技対策本部（プロゴルフ団体が参画、JGAがコー
ディネート）の強化委員会が定めた選出基準（国内ツアー最終戦終
了時の世界ランキング）により選考し、公益財団法⼈⽇本オリンピック
委員会(JOC)が毎年男⼥各8名を認定する。
【サポート内容】
①オリンピック⼜は国際メジャー⼤会において以下のサポートを提供
フィジカルサポート／競技分析サポート／テクニカルサポート／メンタル
サポート

②他国の強化指定選⼿との合同合宿

海外ツアー参戦中の活動⼜は参戦を⽬指すための活動を通して、「オ
リンピック強化指定選⼿⼊り」を⽬指す。
【選考基準】
①⽇本国籍を有する者／②6か⽉以内にプロ転向を予定しているアマ
チュア及びプロ転向5年以内のプロゴルファー／③海外ツアー参戦者⼜
は、3年以内に参戦を予定している者／④アマチュア⼜は、プロゴル
ファーとして、国内や国際⼤会において秀でた成績があること／⑤⾼校
卒業か卒業⾒込みがある者
【サポート内容】
①競技場内外での4つのサポート提供
フィジカルサポート／競技分析サポート／テクニカルサポート／メンタル
サポート

②他国の強化指定選⼿との合同合宿

ルーキープロ3.3.
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募集対象事業の概要⑤

選⼿強化プログラム（⼀貫強化プログラム）の構築

国際競技への⽇本代表選⼿の派遣や強化合宿の実施

（1）国際競技への派遣

JGAナショナルチームメンバーは、世界アマチュアチーム選⼿権やアジアアマチュアチーム選⼿権、
アジア⼤会、ジュニアの世界⼤会などの国際競技に、⽇本代表選⼿として派遣されています。

①⽇本代表選⼿の国際競技への派遣及び強化拠点における強化合宿の開催
②オリンピック強化指定選⼿を対象とした強化拠点における強化合宿の開催

（2）強化合宿について

オリンピック強化指定選⼿、JGAナショナルチームメンバー、地区連盟強化指定選⼿は、定
期的に、国⽴スポーツ科学センターやナショナルトレーニングセンターにおいて健康診断・体⼒
測定を受診し健康管理を⾏うほか、ゴルフの強化拠点である、宮崎の「フェニックス・シーガイ
ア・リゾート」を優先利⽤して、技術⾯とフィジカル⾯の強化を⾏なっています。
また、JGAのナショナルチームメンバーと地区連盟強化指定選⼿の強化には、オーストラリア⼈
のプロコーチであるガース・ジョーンズ⽒をヘッドコーチに迎え、最新の理論とテクノロジーに裏付
けされたプログラムと指導を受けております。今後は、オリンピック強化指定選⼿、ルーキープロ
まで含めた強化体制を構築することにしています。

国際競技への⽇本代表選⼿の派遣や強化合宿の実施

指導者育成プログラムの構築

選⼿強化プログラムを確実に機能させ、世界に通⽤する選⼿を作るためには、
充実したコーチ陣が必要となるため、海外のヘッドコーチによる国内指導者の
育成・強化を⾏うためのプログラムを構築する。

①JGA指導者ライセンス制度の構築
⇒PGA/LPGA資格との連動を⽬指す

②海外コーチを招聘しての研修会の実施
⇒国内︓JOCナショナルコーチアカデミー等での研修
⇒海外︓優秀なゴルフコーチのもとでの研修

③テクニカルコーチ、フィジカルコーチ等専⾨コーチ登録制度の導⼊、等
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JGAナショナルチーム出⾝の主なプロゴルファー

男⼦

池⽥勇太、伊澤利光、市原弘⼤、今平周吾、⼤堀裕次郎、⽚岡⼤育、⽚⼭晋呉、
川村昌弘、⾹妻陣⼀朗、⼩平 智、⼩林伸太郎、近藤共弘、薗⽥峻輔、⾕原秀⼈、
⼿嶋多⼀、時松隆光、永野⻯太郎、深堀圭⼀郎、藤本佳則、松⼭英樹、丸⼭茂樹、
宮⾥優作、宮本勝昌、⽮野 東

⼥⼦

有村智恵、上原彩⼦、⼤江⾹織、⼤⼭志保、岡⼭絵⾥、柏原明⽇架、北⽥瑠⾐、
佐伯三貴、酒井美紀、鈴⽊ 愛、⾼村亜紀、永峰咲希、畑岡奈紗、服部真⼣、
服部道⼦、原江⾥菜、⽐嘉真美⼦、福嶋晃⼦、福嶋浩⼦、福⽥真未、藤本⿇⼦、
堀 琴⾳、宮⾥ 藍、宮⾥美⾹、森⽥ 遥、諸⾒⾥しのぶ、横峯さくら、吉⽥⼸美⼦、
若林舞⾐⼦、渡邉彩⾹

（五⼗⾳順）

※2017男⼥⽇本ゴルフツアーシード選⼿
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寄附⾦の受付

寄附⾦は、1万円から受け付けております。
ご寄付いただきました⾦額に応じて、以下の御礼をご⽤意させていただいております。

寄附⾦額 御礼内容（⽬安）

500万円

・JGAホームページ内の寄附者⼀覧に芳名を掲載
・⽇本オープン、⽇本⼥⼦オープン、⽇本シニアオープン、アジアパシフィック
オープンの4選⼿権 招待状進呈（各1セット）

・⽇本オープン、⽇本⼥⼦オープン、⽇本シニアオープン、アジアパシフィック
オープンの4選⼿権 観戦券進呈（各10枚）

・⽇本プロゴルフ選⼿権、⽇本ゴルフツアー選⼿権の2選⼿権 招待状進呈
（各1セット）

・⽇本プロゴルフ選⼿権、⽇本ゴルフツアー選⼿権の2選⼿権 観戦券進呈
（各10枚）

・ゴルフチームジャパンサポーターバッヂ 進呈（100個）
・JGA会報「JGA Golf Journal」（年2回） 進呈（2部）

100万円

・JGAホームページ内の寄附者⼀覧に芳名を掲載
・⽇本オープン、⽇本⼥⼦オープン、⽇本シニアオープン、アジアパシフィック
オープンの4選⼿権 観戦券進呈（各2枚）

・⽇本プロゴルフ選⼿権、⽇本ゴルフツアー選⼿権の2選⼿権 観戦券進呈
（各2枚）

・ゴルフチームジャパンサポーターバッヂ 進呈（50個）
・JGA会報「JGA Golf Journal」（年2回） 進呈（1部）

10万円
・JGAホームページ内の寄附者⼀覧に芳名を掲載
・ゴルフチームジャパンサポーターバッヂ 進呈（5個）
・JGA会報「JGA Golf Journal」（年2回） 進呈（1部）

1万円 ・JGAホームページ内の寄附者⼀覧に芳名を掲載
・ゴルフチームジャパンサポーターバッヂ 進呈（1個）

このご寄附につきましては、税制上の優遇措置を受けることができますので、弊協会より寄附⾦受領書
を送付させていただきます。

《本件に関するお問い合わせ先》
公益財団法⼈⽇本ゴルフ協会 総務・管理部

Tel. 03-3566-0003 URL. http://www.jga.or.jp

【寄附⾦振込先⼝座】
三井住友銀⾏ 本店営業部 普通預⾦ ３３３１３６４
公益財団法⼈⽇本ゴルフ協会


