記者発表事項
【みやざき観光コンベンション協会】
情報提供日
電
担

発表事項

「JGTOゴルフ強化セミナー」

当

話
者

平成２８年１月１４日
(０９８５)２６－６１００
年見(としみ)

特産品贈呈について

別紙報道発表のとおり開催されます「JGTOゴルフ強化セミナー」に参加
される選手を激励するために、セミナー開会式において特産品の贈呈を行
います。
取材、報道方お願いいたします。

概

１

開会式

平成２８年１月１８日（月）１３：００～１３：３０

２

場

所

シーガイアコンベンションセンター
「オーチャード」ルーム

３

内

容（次第）

要
２階

１３：００

開会挨拶

海老沢

勝二（JGTO会長）

１３：１０

来賓挨拶

宮崎市

副市長

１３：１５

特産品贈呈
・贈呈者
・贈呈者

田村

俊彦

公益財団法人みやざき観光コンベンション協
会 会長 佐藤 勇夫
（宮崎牛）
宮崎市 副市長 田村 俊彦
（完熟きんかん）

１３：２０

選手会代表挨拶

１３：３０

閉会

宮里優作プロ

※「JGTOゴルフ強化セミナー」の詳細については、別添JGTO記者発表資料
を参照願います。

２０１６年１月１３日
報道関係 各位
（ゴルフご担当者殿）
(一社)日本ゴルフツアー機構
メディア推進部

2016 年「JGTO ゴルフ強化セミナー in 宮崎フェニックス・シーガイア・リゾート
“オリンピックを目指して”」に関する取材のご案内

拝啓 貴社ますますご繁栄のことと存じます。平素はご高配をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、弊機構では今年で４回目となります 2016 年「JGTO ゴルフ強化セミナー in 宮崎
フェニックス・シーガイア・リゾート“オリンピックを目指して”」を宮崎県のフェニックス・シーガイア・
リゾートで実施します。
これは本年度開催されるリオデジャネイロオリンピック、そして 2020 年の東京オリンピックの
ゴルフ競技で活躍できる選手を育成することを目的として毎年シーズンオフに実施しています。
本セミナーの内容は、日頃トーナメントに出場している弊機構のツアープレーヤーを対象に、
ゴルフの技術、トレーニングはもとより、プロゴルファーとしての心構えや、反社会勢力対策、
身体学やマスコミ対応等について幅広く学ぶセミナーで、「文部科学省」そして地元の「宮崎県」と
「宮崎市」にご後援を頂き実施しています。また、昨年度より「日本高等学校ゴルフ連盟」 と連携
し、将来のオリンピック代表選手としての可能性を秘めた高校生のトップアマチュアもプロと同じ
カリキュラムに参加して実施しています。
報道関係者の皆様方におかれましては大変お忙しい中恐れ入りますが、本セミナーのご取材
及びご報道の程を宜しくお願い致します。ご取材を予定していただける社の方は、お手数をおか
けいたしますが、別紙の取材申し込み用紙に必要事項をご記入の上 FAX にてご返信くださいま
すようお願いいたします。
敬具

この件に関するお問い合わせは下記に願います。
(一社)日本ゴルフツアー機構
メディア推進部 担当：田中謙治、木村英輝、石橋佳奈
電話 03-3585-7381 FAX03-3585-7383
E-mail tanakakenji@jgto.org

２０１６年「JGTO ゴルフ強化セミナー in 宮崎フェニックス・シーガイア・リゾート
“オリンピックを目指して”」実施要項
名

称

JGTO ゴルフ強化セミナー in 宮崎フェニックス・シーガイア・リゾート
“オリンピックを目指して”

主

催

一般社団法人日本ゴルフツアー機構

特別協賛

セガサミーグループ

協

賛

株式会社デサント

後

援

スポーツ庁

協

力

ジャパンゴルフツアー選手会 フェニックス・シーガイア・リゾート
日本高等学校ゴルフ連盟

宮崎県

宮崎市

開催日程

第１回 ２０１６年１月１８日（月）から１月２２日（金）の５日間
第２回 ２０１６年２月 ８日（月）から２月１２日（金）の５日間
第３回 ２０１６年２月１５日（月）から２月１９日（金）の５日間

開催会場

フェニックス・シーガイア・リゾート内
＜シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート＞
〒８８０－８５４５ 宮崎県宮崎市山崎町浜山
TEL ０９８５－２１－１１３３
＜フェニックスカントリークラブ＞
〒８８０－０１２２ 宮崎県宮崎市塩路浜山３０８３
TEL ０９８５－２１－１３０１
＜トムワトソンゴルフコース＞
〒８８０－８５４５ 宮崎県宮崎市山崎町浜山
TEL ０９８５－２１－１３０１

参加資格

ツアーメンバー及びツアープレーヤーで日本国籍を有する者
及びＪＧＴＯが認めた者

参加人数

１回につき２４名予定（うちアマ４名含む） ※１選手につき１回の参加に限る

実施内容

主な実施内容は下記のとおりとする
１． 講師による講義及びミーティング
・専門医によるアスリートへの講習
・ツアープレーヤーの心得
・社会人としての礼儀・マナー
・インタビュー法
２．体力トレーニング等（今年よりプールトレーニングを導入）
３．練習場での打撃練習
４．フェニックスカントリークラブ、トムワトソンゴルフコースでのラウンド
５．アンチドーピング
６．その他

２０１６年「JGTO ゴルフ強化セミナー in 宮崎フェニックス・シーガイア・リゾート
“オリンピックを目指して”」
期間中のスケジュール内容 （予定）
［ 月曜日 ］

（１月１８日／２月８日／２月１５日）

１３：００～１３：１０ 開会挨拶

海老沢勝二（JGTO 会長）

１３：１０～１３：２０ 来賓挨拶・協賛品贈呈式

田村俊彦(宮崎市副市長)
宮崎県(調整中)

１３：２０～１３：３０ 選手会代表挨拶

第 1 回鷹巣南雄プロ（初代会長）
第 2 回田島創志プロ（顧問）
第 3 回宮里優作プロ（会長）

１３：３０～１４：２０ 講義「挑戦と貢献」

海老沢勝二（JGTO 会長）

１４：３０～１５：００ 講義「○○○○」

未定（JGTO 理事）

１５：１０～１５：４０ 講義「アンチ・ドーピング」

JGTO 医事委員

１５：５０～１６：２０ 講義「ツアープレーヤーの心得」

中野辰久（JGTO 顧問弁護士）

１６：３０～１７：２０ 講義「世界で戦うとは」

廣戸聡一氏（日本オリンピック委員強化スタッフ）

１９：０５～１９：５５ 身体理論タイプチェック＆トレーニング解説

廣戸聡一氏＆レッシュトレーナー

ひ ろ と そういち

［ 火曜日 ］

（１月１９日／２月９日／２月１６日）

６：４０～ ７：５０ リポーズトレーニング「軸、安定、柔軟度、走練、他」
廣戸聡一氏＆レッシュトレーナー
９：３０～１５：３０ トレーニング、打撃練習等

廣戸聡一氏＆レッシュトレーナー

１５：５０～１６：４０ プールトレーニング(ホテル内プール)
１７：００～１７：５０ 講義「プロはこの道一筋」

島村俊治氏
（スポーツジャーナリスト・元 NHK アナウンサー）

１９：１０～１９：５５ 身体理論、タイプ別動作
２０：００
［ 水曜日 ］

廣戸聡一氏＆レッシュトレーナー

終了
（１月２０日／２月１０日／２月１７日）

６：４０～ ７：５０ リポーズトレーニング「軸、安定、柔軟度、走練、他」
廣戸聡一氏＆レッシュトレーナー
９：３０～１１：５０ トレーニング、打撃練習等
(場所:アカデミー練習場)

廣戸聡一氏＆レッシュトレーナー
第 1 回尾崎直道プロ
※第 1 回のみ火曜日に実施
第 2 回髙橋勝成プロ
第 3 回調整中（プロ）

１２：３０～１５：３０ トムワトソン GC にて９ホールラウンド
１５：３０～１６：３０ ホールアウト後フリー練習
１７：００～１７：５０ プールトレーニング(ホテル内プール)
１９：１０～１９：５０ 身体講義・ミーティング
２０：００

終了

レッシュトレーナー・他

［ 木曜日 ］

（１月２１日／２月１１日／２月１８日）

６：４０～ ７：５０ リポーズトレーニング「軸、安定、柔軟度、走練、他」
二串幸之助氏＆レッシュトレーナー
９：３０～１５：３０ トレーニング、打撃練習等(アカデミー)
１５：３０～１６：２０ 講義「インタビュー法」

レッシュトレーナー・他
工藤三郎氏(NHK アナウンサー)

※練習場にて引き続き講義を実施
１７：００～１７：５０ プールトレーニング(ホテル内プール)
１９：１０～１９：３０ 講義「テーマ検討中」

一般社団法人日本高等学校ゴルフ連盟

１９：３０～１９：５０ 身体講義・ミーティング

レッシュトレーナー・他

２０：００
［ 金曜日 ］
６：５０～

終了
（１月２２日／２月１２日／２月１９日）
スタート準備・打撃練習等

８：００～１４：００ フェニックス CC にてラウンド
１５：００～１５：４５ JGTO 講義

鈴木規夫（JGTO 理事・オリンピックゴルフ競技
対策本部強化委員会委員）

JGTO ツアーディレクター 未定
１６：００

終了・解散

※上記のスケジュール及び講師内容等につきましては、天候その他の理由で変更する場合があります。

<主な参加予定選手>
第1回

森本雄、北川祐樹、小木曽喬、岡部大将、嘉数光倫、小浦和也、

※アマチュア

三倉誠生（寒川高等学校）、伊藤泰良（千葉経済大学付属高等学校）、
塚本岳（立教池袋高等学校）、大澤優（開志国際高等学校）

第2回

竹谷佳孝、堀川未来夢、山岡成稔、甲斐伸太郎、時松隆光、和田章太郎、

※アマチュア

青山晃大（名古屋市立西陵高等学校）、佐伯部竜也（明徳義塾高等学校）、
金谷拓実（広島国際学院高等学校）、岡崎錬（福井工業大学附属福井高等学校）

第3回

稲森佑貴、小林伸太郎、横田真一、池村寛世、日高将史、小袋秀人、北村晃一

※アマチュア

阪根竜之介（国士舘高等学校）、坂本雄介（埼玉栄高等学校）、
若原亮太（岐阜聖徳学園高等学校）、芹澤慈眼（秀岳館高等学校）

※アンダーラインの選手は宮崎県出身または在住の選手です。
※上記の主な選手は変更になる場合があります。

(一社)日本ゴルフツアー機構 メディア推進部 田中謙治 行き
2016 年「JGTO ゴルフ強化セミナー in 宮崎フェニックス・シーガイア・リゾート
“オリンピックを目指して”」

取材申し込み用紙

送信先ＦＡＸ番号 ０３－３５８５－７３８３
※ ご取材をご予定していただける社の方は、恐れ入りますが下記必要事項をご記入の上ＦＡＸ
にてご返送下さい。

御 社 名
媒体名・番組名

取材予定日
ご氏名 1

ご氏名 2

電話番号
ＦＡＸ番号

メールアドレス

備

考

月

日 ～

月

日

