
川越市では
オリンピック ゴルフ競技

が開催されます！

倶楽部創設と發智庄平翁
霞ヶ関カンツリー倶楽部の開場は1929年（昭和4年）。地元の篤
志家、發智庄平翁とゴルフ界の先達の尽力により誕生しました。
同年10月に、18ホールの東コースが竣工されたのが始まりです。
1931年（昭和6年）、世界的なゴルフコース設計家のチャールズ・
ヒュー・アリソン氏がコースに改造を加え、現在の東コースの
原形が完成しました。さらに、翌年には新たに西コースが完成し、
同倶楽部は日本で初めて36ホールを持つゴルフ場となりました。

日本初の国際試合開催
1957年（昭和32年）に、国際試合「第5回カナダカップ（現在のワールドカップ）」が日本で初めて開催され、霞ヶ
関カンツリー倶楽部の名は一躍世界へ知られるものとなりました。この大会の様子は、ゴルフ競技としては国内
で初めてテレビ中継され、個人・団体ともに優勝を飾った日本人選手の活躍に国中が沸き上がりました。これに
より、日本のゴルフ熱は一気に高まり、各地にゴルフブームをもたらしたと言われています。それから半世紀以
上の時を経て、同倶楽部はオリンピック会場として再び世界から注目を浴びています。

オリンピック会場に選ばれた東コース
2016年（平成28年）に再び改造された東コースは、かつてのアリ
ソン氏によるクラシカルな印象を残しつつ、国際舞台にふさわし
い戦略的かつダイナミックなコースとして生まれ変わりました。
フェアウェイの適度なうねりと、傾斜のあるグリーンをガードす
る深く大きいバンカー（同倶楽部名物のアリソンバンカー）が特徴
で、正確なアイアンショットが求められます。なかでも10番ホー
ルは、池越えの先で待ち構える2つのバンカーの存在が際立つ注目
のホールです。

霞ヶ関カンツリー倶楽部
ホームページ

ゴルフ競技は、1900年パリ大会と1904年セントルイス大会の２回開催されたあと競
技から外れていましたが、2016年リオデジャネイロ大会で112年ぶりに復活しました。
オリンピックには、国際ゴルフ連盟（ＩＧＦ）が発表する世界ランキングに基づき、男女
それぞれ60名が出場します。
日本人では、松山英樹選手に注目です。今年４月にマスターズで優勝し、日本男子初
のメジャー制覇を果たした勢いそのままに、金メダル獲得を目指します。

東京2020オリンピック競技大会
開催期間　2021年7月23日（金）～8月8日（日） 
競技・種目数　33競技339種目

東京2020パラリンピック競技大会
開催期間　2021年8月24日（火）～9月5日（日） 
競技・種目数　22競技539種目

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 日本屈指の名門ゴルフ場  霞ヶ関カンツリー倶楽部

開催期間　 男子：2021年7月29日（木）～8月1日（日） 
女子：2021年8月  4日（水）～8月7日（土）

会　　場　霞ヶ関カンツリー倶楽部

オリンピックゴルフ競技

東京2020大会見どころ情報 オリンピック大会室　
� Tel.224-6315川越市マスコットキャラクター ときも
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男子第１ラウンド
7/29木
7:30‒16:00

男子第２ラウンド
7/30金
7:30‒16:00

男子第３ラウンド
7/31土
7:30‒16:00

男子第4ラウンド
8/1日
7:30‒16:30

女子第１ラウンド
8/4水
7:30‒16:00

女子第２ラウンド
8/5木
7:30‒16:00

女子第３ラウンド
8/6金
7:30‒16:00

女子第４ラウンド
8/7土
7:30‒16:30

いよいよ開幕！
テレビで応援!

1



グリーン

バンカー

フェアウェイ

ティーイングエリア

ＯＢ

ラフ

ペナルティ
エリア

カップ /
ホール

ゴルフとは　 観戦が楽しくなるトリビア

観戦に役立つ用語集

ゴルフの魅力

ゴルフはクラブでボールを打ち、直径108ミリメートルの小さな穴（カップ）まで、いかに少な
い打数で入れられるかを競う競技です。競技は１ラウンド18ホールで構成され、４日間で４ラ
ウンド72ホールをプレーし、合計打数の少ない選手が優勝となります。各ホールには「３打」、「４
打」、「５打」など規定の打数が設定されていて、この打数でカップに入れることを「パー」と
いいます。また、１打少ないことを「バーディー」、２打少ないことを「イーグル」、逆に１打多
いことを「ボギー」、２打多いことを「ダブルボギー」などといいます。ゴルフ競技の会場であ
る霞ヶ関カンツリー倶楽部の18ホールの規定打数の合計は71です。71打で終わると「イーブ
ン（イーブンパー）」、１打少ない70で終わると「１アンダー」、２打多い73で終わると「２オー
バー」になります。

スコアに隠れた鳥 
規定打数より１打少なくカップに入れるこ
とを「バーディ」（小鳥）と言います。一説
では、１打少なくホールアウトしたプレー
ヤーが「鳥のように飛んだショットだっ
た。」と叫んだことが始まりだとか。さらに、
２打少ないと「イーグル」（鷲）、３打少な
いと「アルバトロス」（アホウドリ）。スコ
アが良くなるにつれて鳥が大きくなってい
ることに気づきましたか？オリンピックで
は世界屈指のプレーヤー達がたくさんの
鳥を飛ばしてくれるでしょう。

紳士淑女のスポーツ 
ゴルファーは、なぜ襟付きシャツを着てい
るのでしょうか。その答えはゴルフの発展
に大きく寄与したスコットランドのスチュ
ワート王家の家訓にあります。王家の家訓
の中には「服装は自分のためにあらず、相
手に対する礼儀なり。」というものがあり
ます。これに従い、貴族たちはネクタイに
スーツ姿でゴルフをプレーしていました。
とはいえさすがに暑くて動きづらい。試行
錯誤の末、現在の襟付きシャツ着用がエ
チケットとして定着したのです。

ゴルフの醍醐味といえば広大な自然の中での大迫力のドライ
バーショット。男子トッププロが放つドライバーショットは
美しい放物線を描き、300ヤードを超えて飛んでいきます。
これとは対照的に、グリーン上での繊細なパッティングには
思わず息をのみます。グリーンの起伏を読み、絶妙な力加減
でカップを狙います。
また、ゴルフはメンタル面の強さが勝敗を大きく左右するス
ポーツでもあります。深い草むらや林の中、バンカーなどに
打ち込んでしまった後に見せるリカバリーショットは、高い
技術はもちろんのことメンタル面の強さも要求されます。

戦いの場となるコースは設計者により池やバンカー（砂地のくぼみ）、林などが戦略的に配置され
ています。ティーイングエリアとよばれるスタート地点からパッティンググリーンまでの間には、
芝が短く刈られた「フェアウェイ」エリア、その左右には芝が長く伸びた「ラフ」エリア、池やバン
カーなどの障害物のほか、地形のアップダウンがあったり曲がっていたりと、一つとして同じコー
スはありません。選手はコースマネジメント、すなわちコー
スをどのように攻略していくか戦略を立てます。ゴルフは
コース設計家との戦いでもあるのです。

天候は選手を大きく悩ませます。雨による地表や芝の
状態、風の強さや方向などによってコースはその表情
を変えます。また、気温によってボールの飛距離まで
も変わってしまいます。同じコンディションは二度と
ないところがゴルフの面白さであり、奥の深いスポー
ツといわれる所以でもあります。

距離の単位で１ヤード
は約91.44センチメー
トル。試合では１歩１
ヤードで歩く「歩測」と
いう技術を用いること
で、目標までの距離を
正確に測定しグリーン
を狙う。

グリーン周辺からカッ
プを狙って打つショッ
ト。周囲の地形やカッ
プまでの距離に応じて、
ボールを転がして寄せ
る、ボールを高く上げ
るなど様々な打ち方を
使い分ける。 

正式名称はアウトオブ
バウンズ。コース内に
ある白杭や白線より外
にボールを打ち込んで
しまうこと。１罰打が与
えられ、前の位置から
打ち直しとなる。

規定打数より２打少な
い打数でグリーンに乗
ること。パー４のホー
ルでは２打目でグリー
ンに乗ること。ピンそ
ばに寄っていれば「バー
ディーチャンス」にな
る。

池や小川といった水域
や、灌木が生い茂った
藪などプレーが困難な
区域。ボールが入った
場合、そのままプレー
するか１罰打で救済を
受けるか選択できる。

プレイヤーのバックや
クラブを運ぶ人。試合
中はコースの情報やマ
ネジメントを選手にア
ドバイスす
る参謀役で
もある。

緻密なコースマネジメント

ヤード

アプローチ

OB

パーオン

ペナルティエリア

キャディ

ウッド・ドライバー
遠くにボールを飛ばすクラブ

アイアン
狙ったところにボールを運ぶクラブ

パター
グリーンでボールを転がすクラブ

二度とないコンディションに挑む

豪快なドライバー。繊細なパッティング。
メンタルの強さが勝敗を決する一打を生む

ゴルフクラブ
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川越市ゆかりの東京2020大会出場選手

マラソンの見どころは、30㎞〜ゴールまで。30㎞以降は、急激なペー
ス変化が起こりやすくなり、選手が徐々に振り落とされていきます。
終盤37㎞からは、誰しもがきつくなる場面。選手各々のレースに対
する思いが一番伝わる場面だと思います。自身のアピールポイント
は安定した結果を常に出せること。我慢強さ、忍耐力が必要とされ
る事はもちろん、物事を冷静に対処する判断力も必要だと思ってい
ます。

ソフトボールの魅力は野球と違い塁間が短い分、ピッチャーのスピー
ド感、打球のスピード感、走塁のスピード感を特に感じると思います。
また、野球にはない変化球も沢山投げます。
色々な特徴を持った海外の選手との対戦も注目して見て頂きたいです。
私も強力な各チームとの対戦を楽しみ、一人一人のバッターとの良い
勝負をお見せできるよう頑張りますので応援宜しくお願いします！

反則を避けるために必要となるのが、正しいフォームを維持すること。
勝負を仕掛けるときやスピードを緩めるときにフォームが崩れやすい
ため、安定したフォームで走り切るためのトレーニングを積んできま
した。苦手な練習があっても、自分のレベルアップと安定したフォー
ム作りのため、果敢に挑戦しました。選手一人ひとりに作り上げてき
たフォームがあるので、練習の積み重ねを想像しながらレースを観て
いただきたいです。

エンジンもなく風の力だけで海の上を疾走するウィンドサーフィン。
海のないところで育ち、このスポーツを目にしたときの私の感動をぜ
ひ皆さんにも味わってほしいです。見た目の爽やかさとは異なり、見
えない風を肌で感じながら相手より良い風を掴むために戦略を練ると
同時に、自分で漕ぎながら艇を進ませなければならないという、頭も
体もフル回転のスポーツ。持ち前の海外選手に引けを取らない体格と
スピードで江の島の海を駆け抜けます！

私は、安定したフォームを武器にさまざまなレースプランを立てられ
ることが強みです。東洋大学陸上部入部当初、マネージャーを兼務し
ていたことで視野が広がり、観察力が磨かれました。この経験を生か
して、レース中には相手選手の表情や他の選手に出されたジャッジも
瞬時に頭に入れながら効果的に勝負を仕掛けます。レース中、周りを
見ながら状況判断している表情にも注目してください。

ソフトボールの見所はなんといってもスピード感です。ルールは野球
とほとんど同じですがベース間の距離やピッチャーとキャッチャーの
距離が近いため野球とは違い、ピッチャーのボールも速いですし、打
球を捕って早く投げなければセーフになってしまう。そういったス
ピード感溢れるプレーがソフトボールの見所です。又、試合会場では
選手と観客の距離が近い為ベンチ内での選手の表情であったり笑顔で
あったりと様々な様子が見れる所も見所かと思います！

陸上競技初日の最終種目として行われます。400ｍトラックを25周
する中で、位置取りやペースの変化等色々な駆け引きがあります。
中盤以降の急激なペースアップにどう対応できるかが見所です。た
とえ先頭集団から離れても諦めずに粘っていけば８位入賞の可能性
が見えてきます。入賞ラインは自己記録 (27分18秒75) より10秒以
上速いと想定していますが、入賞を目標に期待に応える走りをした
いと思います。

ゴールボールは「音」が非常に重要なスポーツです。３人で1チームとなり、
すべてのプレーヤーがアイシェードを着用した目隠し状態で、鈴の入っ
たボールを投げ合い、得点を競い合います。一般的にスポーツは8割以
上が目からの情報を頼りにしているので、ゴールボールは他にはない特
殊なスポーツです。視覚が完全に遮断された状況の中で、選手は音とボー
ルに触れた感触などをもとに仲間と連携します。ボールの弾む音、相手
選手の足音や息遣い…　選手と観客が一緒に耳を立てて音に集中すると
ころに一体感を感じることができます。選手が咄嗟にコートを動き回る
中、次はどんな動きが出るのだろうというワクワク感、手に汗握る緊張
感がゴールボールの面白さや魅力の一つです。

服
はっとり

部 勇
ゆうま

馬 選手
（トヨタ自動車）

我
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（旭化成）

金
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（サイバーエージェント
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（旭化成）
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（ビックカメラ高崎）
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（旭化成）
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季 選手
（ミキハウス）

男子20km 競歩／東洋大学陸上競技部 出身

ソフトボール／星野高等学校 出身

男子マラソン／東洋大学陸上競技部 出身

ソフトボール／星野高等学校 出身

男子50km 競歩／東洋大学陸上競技部 出身

セーリング RS：X 級／星野高等学校 出身

男子10000m ／東洋大学陸上競技部 出身

ゴールボール／特別支援学校塙保己一学園 出身

組織委員会ホームページ

各競技日程については、組織委員会ホームページをご覧ください。
今後内定が決まった選手は、市ホームページ等でお知らせします。

2

3



聖火リレーは、多くの人々が協力してギリシャのヘラ神殿から開催都市へと聖火を運ぶ、平和の祭
典としてのオリンピックを象徴するものの一つです。東京2020オリンピック聖火リレーのコンセプ
トは、「Hope Lights Our Way ／希望の道を、つなごう。」です。支えあい、認めあい、高めあう心
でつなぐ聖火の光が新しい時代の日の出となり、人々に希望の道を照らしだします。

⃝川越市内の聖火リレー
　日　程：7月8日（木）午前8時23分スタート
　ルート：川越城本丸御殿前～札の辻交差点～連雀町交差点

⃝NHK　聖火リレーライブストリーミング
　特設サイトでは、聖火リレー全日程を生配信しています。
　さらに、コースやランナーのインタビュー、走行動画も見ることができます。

新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、実施形態を変更、また、実
施を見合わせることがございます。詳細は、市ホームページをご確認ください。

東京2020オリンピック聖火リレー
⃝ 市内装飾（商店街等のフラッグや川越駅東口の花壇設置） 

大会に向け、バナーフラッグや川越産の花のプランターで市内を飾ります。

⃝ 都市ボランティア　 
川越駅や競技会場周辺で、観客の皆さんを笑顔で案内します。

おもてなし

東京2020大会の情報はこちらから！

聖火リレートーチは、日本人に最もなじみ深い花である桜をモチー
フにしています。上から見ると桜の形をしており、5枚の花びらから
生まれた炎がトーチ中央でひとつになります。
日本の伝統と高い技術力がひとつになることで生み出された大きな
輝きが「希望の道」を照らします。

また、トーチの素材の一部には、東日本大震災の復興仮設住宅のア
ルミ建築廃材を再利用しています。人々の生活を見守ってきた仮設
住宅が、平和のシンボルとしてトーチに姿を変え、一歩ずつ復興に
向けて進む被災地の姿を世界に伝えます。

聖火リレートーチ紹介

写真提供：所沢市

新型コロナウイルス感染症の感染状況により大会内容については変更となる場合があります。

最新情報は各ホームページでチェックしてね！

川越市特設ホームページ
東京2020大会に向けたイベント
や取組みなどの情報をお知らせし
ています。

「川越　2020」
で検索！

川越市オリンピック大会室公式 Facebook
ホームページの掲載情報に加え、
オリンピックに向けた活動等を紹
介しています。

フォローと「いいね！」を
 お願いします！

東京2020競技大会
公式ウェブサイト

（組織委員会ホームページ）
埼玉で開催！ Tokyo2020
（埼玉県特設サイト）

ＮＨＫ特設サイト

川越市聖火リレー
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