
 

 

１、 テイーショット 

テイーショットには、二通りの打ち方があります。 

・ 通常打法→テイーグランドにアドレスをとり、左足カカトの延長線上にボールを置いて打ちま

す。ボールは低く出て転がしの打法となります。 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

・ ライナー打法→テイーグランドにアドレスをとり、左足より目標方向側 10～20ｃｍ先にボール

を置いて打ちます。ボールは低いライナーでキャリーのあるボールとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

２、 フェアウェーからのショット 

フェアウェーからのショットの基本は、アドレスの中心（足と足の間、真ん中）にボールを置いて

打ちます。 

 

 

    

 

 

 

３、 アプローチ、ラフからのショットについては別巻にて掲載しています。 

 

TVH「パークゴルフの法則」より 



 

 

 

スイングは肩から回るイメージで！手打ちはダメです飛ばないですよ。 

※正確なインパクトがボールを真っ直ぐ飛ばします。 

強く打つことよりも芯で打つことを優先して打ってください。 

距離は、振り幅で調節しましょう。強弱で打つのではありません。 

振り幅は、自分を時計になぞると理解しやすいと思います。 

頭を12 時、真下が 6 時、右 180 度横が 9 時、左 180 度横が 3 時とし左右対称になるように打つの

が基本です。練習で、30 メートルのバックスイングは何時（女性は 7 時半位）をつかみましょう。 

あとは、それの応用です。 

 

 

 

 

  ・自然体のアドレスでは、左右均等の体重配分。 

 

 

 

 



 

右足の拇指丘に 10 円硬貨を貼ります。そこに体重がかかるのを意識してテイクバック・ダウンス

イング・インパクトを考えて打って下さい。正しい、体重移動ができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ アドレス  5:5 

   自然体のアドレスでは、左右均等の体重配分。 

・ ト ッ プ  7:3 

  左足への体重過多はスエーしやすいので注意！ 

・ ダ ウ ン  5:5 

  体重配分は5：5 だが、左足は全体、右足は内側に力

がはいる。 

・ インパクト  4:6 

  右足の体重配分位置は、親指と内側。  

・ フ ォ ロ ー  2:8 

  右足に力が残ってないスイングは飛距離を生まない。 



 

 

 

 

 

再生は更新ボタンＦ５を押してください 

 

読取りに時間がかかりま す 

   

   

§ スイング軌道 

正確なインパクトがボールを真っ直ぐに飛ばします。 

インパクトの瞬間はフェイスの向きが重要です。正確に当たっていなければ真っ直ぐには飛びませ

ん。 

そのインパクトを決めるのに重要なのがスイング軌道です。 

 

１、プッシュアウト 

バックスイングがインサイドに引かれアウトに振っていった場合にボールは右に出ていきます。 

２、プル、ひっかけ 

フォローが極端にインサイドに振ったり、手首を返しすぎたりするとボールは左にいきます。 

左肩から捻転することが大事で、手主導ではありません。 

 

クラブ軌道の正解は、 

ストレート→インサイド→ストレート→フォローはインサイド 

クラブをストレートに引いてテイクバックをとります。もうこれ以上ストレートに上がらない時点で身体の捻転通りクラブヘ 

ッドもインサイドに上がります、その軌道を通ってクラブを振ってきます。身体の正面ではストレートの軌道となり、フォロ

ースルーでは、身体の左捻転にクラブヘッドがついていきますのでインサイドにクラブが収まるということです。 



§ スイングは、どこで力をいれるか？ 

スイングでは自分の体の左半分で力を入れるようにしましょう。 

体の右半分に力がはいるとヘッドスピードが落ちます。ダウンスイングで力の入りすぎは禁物です。 

自分を時計になぞると6 時～左方向(3 時方向)でスイングスピードを上げるイメージ 
 

§ スイング軌道の写真 

クラブのシャフトの向きを見てください。 

 

 

 

 

 

 

 インサイド・アウトの軌道             アウトサイド・インの軌道                ストレートの軌道 

§ 意識してボールを曲げる 

基本的には、ストレートボールが一番ですが、スライス気味、ドロー気味のボールも打つことができ

ます。  

絶対に左に打ちたくない、右に打ちたくないときなどに使用することがあります。  

 

・スライスボール気味のボールの打ち方 

ライナーボールを打つアドレス（ボール位置は左足より目標方向、10～20ｃｍ前方へ）で・・・・・。 

バックスイングは、ストレートからインサイド気味に上げます。そのインサイドからクラブを下ろしてき

てインパクトはややフェイスが右に向きアウトサイドに振っていきます。クラブが少し遅れてくる感じ

になります。スイング軌道はインサイド→アウトとなります。 

 

・ドローボール気味  

パークゴルフのクラブでドローボールを打つことは構造上非常に難しいものです。ゴルフのようなフ

ック、ドローボールのような曲がりにはなりません。しかし、初めからクラブをかぶせる、すなわちクラ

ブをフックフェイス（ヘッドの上部がかぶさる、グリップは平らの部分の右）にして振っていきますと、

絶対に右にはふけないボールとなります。ボール位置はライナーボールと同様です。 

 

 

§ 丸秘裏技 

ショットが、今日は右に行くな～、あるいは左に引っ張るな～という日が誰でもあると思います。 

左手の親指の位置で修正する裏技です。ボールが右側に出る場合は、上から見て普通はセンター

に親指を置いていると思いますが、それを右側にずらして握ります。すると、クラブが若干かぶりま

すのでストレートのボールが出るでしょう。左に出るボールの場合は、左側に親指を置きます。 



 

 

§ ショットでは、アドレスからバックスイング、フォローまでグリップエンドは「へそ」を

向く！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                TVH「パークゴルフの法則」より   

皆さんはショットの際、グリップエンドはどこを向いていますか？「へそ」と「グリップエンド」の位置関

係を良く見てください。「へそ」はカラダの正面を向いているのに「グリップエンド」は目標方向を向い

ていませんか？これは、肩から回らないで手でヒョイとバックスイングをした結果そういう形になりま

す。正しいアドレスから、肩を回してバックスイングをすると必ずグリップエンドは「へそ」を指します。

地球と月の関係です。「へそ」までの距離に違いはあっても向きは必ず「へそ」を向きます。手と腕か

ら始動すると必ずといっていいほど失敗します。「へそ」を意識してショットの練習をしましょう。安定

した飛距離と方向性を維持するためには、スイングする際、クラブのグリップエンドは、「へそ」を向く

ことが基本です。 

 

 



§ 50 メートル以内のショットで抜き打ちボールの打ち方！ 

   

 

 

 

右手主導のスイングです。このスイングは、50 メートル以内の距離を確実に打って寄せるために有効です。打ち方は、

右腕を軸にテイクバックをとり、インパクト後フォロースルーでは、左肘を抜きます。「パークゴルフの法則」より 

パークゴルフやゴルフのショットの基本は左手主導です。「奥にＯＢゾーンがあるので飛ばしすぎると

怖い！」「順目が強いので飛び過ぎそうだ！」など、心配なときはありませんか？強めのライナーボ

ールでは、危険です。この場合は、右手主導のショットになります。左手は、添える程度です。右手

で方向、距離を計算して打っていきます。インパクト後に左ヒジを少し抜いてインサイド・アウトの軌

道を作ります。そのとき、絶対にフェイスは返さないこと。インパクトのときは、フェイスの向きをキー

プしたままフィニッシュするのがコツです。通称、抜き球といわれていますが、私 の知りうる範囲で達

人、上手な人は、横道和夫、吉田修一、中野正文さんなど十勝のメンバーに多いようです。コースが

人を育てるといわれますが、知ってのとおりJAL カップ全日本選手権大会は幕別「はらっぱコース」

で開催されていました。このコースは、カップの奥、や横にＯＢゾーンが結構あります。従って、十勝

の強豪勢は「突っ込んで打っているのだけど、ＯＢまで行かない」抜き球が必要になり習得したのだ

と思います。パークゴルフも技術革新が進んできました。初めは、平らなところに、テイーグランドと

穴をほり転がして遊んでいたパークゴルフでしたが、月日が経つにつれコースも技術も大きく進化し

てきています。色んなことを学習していきましょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  抜き打ち                                  通常の打ち方 

 



§ 親指 1 本分の幅で 10ｍを打ち分ける！？ 

私の理論では、バックスイングの大きさで距離を打ち分けますが、グリップを長くしたり短くしたりして

距離を打ち分けている人もいます。 

第 6 回、第 8 回ＪＡＬカップ選手権大会のチャンピオンの幕別、小柏忠博さんがその代表ですが、彼

は幕別「はらっぱコース」をホームコースとしています。そこの距離感を自分のベースとしプレイを組

み立てています。 

小柏氏いわく10ｍの距離を打ち分けるには 3.5ｃｍ、クラブを短くしたり、長く持ったりするそうです。

彼のクラブには 3.5cm と1.75ｃｍのところに印があり、それで距離を打ち分けています。計算すると1

ｃｍで約 3ｍ、5ｍｍで約 1.5ｍとなります。彼とは第8 回ＪＡＬカップ選手権白老大会で決勝ラウンド

の最終組で一緒に回りましたが、あるホール彼の打ったボールがピッタリカップに近づいたので「何

ｍで打ったの」と聞いたら48ｍ50 といったことがあります。彼は50ｃｍ単位で距離を打ち分けていた

のです。当然、プレイ当日が雨などの場合は 1 割増しとか 2 割増しとかで調整をしていますが、かな

りの練習量が必要となります。ここで、注意しなければならないのは短く持った分は前傾の深さでは

なくヒザの折り方で調節して構えることです。これがミスを減らす重要なポイントになります。ここ一番

で奥には絶対打ちたくないときにクラブを短くして打つなど実践でも多いに活用できると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小柏忠博氏の目盛付きクラブ 

 

§ 左右対称に振るより、フィニッシュを大きくとった方が距離感も合う！？ 
左右対称のスイング幅が基本と学習しました。しかし、実際は、トップと同じ高さでフィニッシュを止め

ろといわれてもクラブは慣性で動いていますのでどうしてもフィニッシュが大きくなります。それが、自

然です。もし、その位置で止めようとするとパンチショットのようになってインパクトの力加減がバラバ

ラになって距離感が変わります。バランスが崩れない程度に振り切ってフィニッシュをとりましょう。 

 

 

 

 

 

（モデル） 

 幕別 小柏 忠博氏 



§ ダフリ、トップがではじめたら！  

ダフリとは、ボールに当たらないで床を叩いてしまうことです。そして、トップとは、ボールの上っ面を

叩いてしまうことをいいます。 

「ダフル」１番の原因は、インパクトでボールに合わせにいくからです。逆に、「トップ」の原因はボー

ルから目が離れたり、打とうとする動作が早かったりしたときにおきます。共通していることは、アド

レスとインパクトで目とボールの距離が変わってしまうことです。こうならないように、しっかりアドレス

を取ることが必要です。スイング中に前傾角度が変わらないように構える必要があるわけです。腹

筋と背筋を意識することで前傾角度をキープすることができます。ただし、あまり力を入れすぎるとカ

ラダが動きにくくなるので注意して下さい。 

スイングの時は、左サイドすなわちフォロースルー（スイングの後半）を意識してください。左サイドを

意識することで振り切るという意識が生まれます。 

すなわち、インパクト以降に意識をもっていくことで、ボールに合わせに行かずスムーズに振れるよ

うになります。 

 

§ スイングで最も大切なのはリズムとタイミング！ 
 

2 拍子法 （イチ、ニーのタイミング） 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3 拍子法 （イチ、ニーのサンのタイミング） 

 

 

 

 

 

 

リズムの鍵は、バックスイングの始動期にあります。なるべく、ユックリスイングをスタートするのがコ

ツです。 

スイングのリズム、投球のリズム、走行のリズム、泳ぎのリズム、攻撃のリズムなどバランスのとれ

た「リズムある動き」が良い結果を生むことができます。自分の気質、体質、個性に応じたリズムを

見つける必要があります。具体的には拍子法（3 拍子法と2 拍子法）や呼吸法があります。3 拍子法

は、ワン、ツーでテイクバックし、スリーで振り下ろす方法。2 拍子法はアメリカのゴルファーで「ジョニ

ー・ミラー」という人がいましたが彼式のワンでトップを作り、ツーで一気に振りぬく方法です。わりと、



タイミングがとりやすく「せっかちタイプ」に効果があると言われています。呼吸法は、ワンで吸い、ツ

ーで止め、スリーで吐く。あるいは、ワン、ツーで息を止め、スリーで吐き出すなど自分の呼吸に合

わせて試してみてください。もちろん、力み過ぎる人は、息を吸い 70％くらい吐いてからバックスイン

グ、ショットをする方法もあります。上記の拍子法との併用で自分に合ったリズムを考えましょう 

§ リズムを破壊する四大要素 

① バランスの崩れ 

スイングの軸が動けば「スエー」してしまいます。 

原因は色々ありますが、体重移動がキチンと出来ない。バックスイングで軸を意識してないので

腕と軸が一緒に動いてしまう。視線が動いてしまうなどがあります。また、「ヘッドアップ」もバラン

スの崩れに繋がります。 

頭を上下しないと言い聞かせ素振りをして下さい。その後、そのイメージを大事にショットをする

ように心がけましょう。 

② 飛ばす快感にとらわれるな！ 

距離のあるホールのテイーグランドに立つと、どうしても「飛ばそう」という意識が働きます。しか

し、これが「リキみ」になるとダメです。リズミカルな動きとは縁遠いものになってしまい逆に飛び

ません。トップの位置で「リキむ」とスイング軌道が狂いまた、ヘッドスピードも上がらないので方

向性は悪いし、飛ばないという結果になってしまいます。ダウンで「リキむ」とトップや、ダフリのミ

スに繋がります。この「リキみ」をとるには、左肩からバックスイングの始動、背筋を意識したバッ

クスイング、グリップは「ゆるく」握るなど色々学習してきましたのでそれを実践してください。「集

中力」をもって「リキみ」をとってプレイしてください。 

③ 手と腕の先走り！  

打とうとする気持ちが先行すると、手と腕が先行しリズムが壊れる場合があります。右脇を支点

としたスイング軌道が大事です。「へそ打法」を意識してグリップエンドが「目」と仮定し「へそ」を

さしているかなと注意してスイングしていきましょう。 

④ 歩くにもリズムが大事！ 

ラウンド中の歩き方に気を配っている方は「リズム」を大事に考えている人です。良い歩き方は、

一定のリズムで歩くということです。あるときは、「早足」、あるときは「ユックリ」と一定しない歩き

方をしているとテイーショットのスイングリズムを一定にすることは難しくなります。ほぼ一定のリ

ズムで歩くことによりショットのリズムも安定します。身体が正しいリズムを刻めるよう歩き方にも

注意を払いましょう。 

 

 

 

 



§ 自分の歩測幅で距離を測りましょう 

「あれっ？このコースは、見た目より表示距離が短く見えるな～」とか、逆に長く見えたりすることは

ありませんか？ 

実際の表示距離と実測距離が違うコースもあります。 

中、長距離のコースはあまり問題にはなりませんが、短い距離（20m～40m くらい）の場合キッチリ距

離をあわせて「2」で上がりたいものです。 

しかし、実際の距離が違うとオーバーしたりショートしたりして「3」以上のスコアになってしまいます。 

また、2 打目のアプローチの距離も歩測をすることによってより近くに寄せることができます。 

距離は、30m チョットかな？ではダメなのです。32 メートル丁度とか、33m50cm とかでなければなり

ません。 

ただし、時間のかけすぎはダメです。 

プレイが遅くならないように注意をして歩測をして下さい。もちろん、全部が全部歩測をしなさいと云

っているわけではありません。 

ケースバイケースで歩測してください。 

私の場合、やや大股で歩測していますが、1 歩 90cm で計算しています。 

従って 10 歩であれば 9m、6 歩であれば 5,4m となります。 

距離感はテイクバックの大きさで違いますので、その距離に応じたテイクバックをして打っていきま

す。 

普通 160 ㌢以上の身長の人で大股は約 90cm、身長の低い人は約 80cm 位だと思います。 

それぞれ足の長さも違いますので実際に測ってみて実戦で活用してください。 

歩測はパターの距離感にも利用ください。（私の場合、テイクバックを右足まで引いた場合どれ位の

転がりになるか練習グリーン等で掴みます。通常では、7 歩前後になると思いますがこれの応用で

距離を打ち分けています。5 歩半くらいの場合は、右足の 80％くらいのテイクバック等） 

 

  

私（太田）の場合大股で 90ｃｍの歩幅。 



  

左足から右足の間のテイクバックで何歩分転がるのか？？ 

 

§ ラウンド中にテイーショットがおかしくなった場合の矯正方法！ 

テイーショットがおかしいなと思ったら次の点をチェックして下さい。 

・ボールが左に出る、引っかかる、ダフリが出るなどの症状がでたら、オーバースイングになってい

る場合が多いので自分の思っている8 割くらいのバックスイングを心がける必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

オーバースイング                  肩が回っていない 

・ボールが右に出る、トップになる場合は・・・・ 

肩が回っていないで手打ちになっている場合が原因になっている場合が多いのでしっかり肩を回し

大きなスイングを心がけると良いでしょう。 

・バックスイングがうまく取れない、あるいは、フォローがうまく取れないなどの症状の時は片側のス

をすると効果があります。 

バックスイングがうまく取れないときは、・・・・・右足を高くしてゆっくりバックスイングをして下さい。 

また、イスに腰をかけて右足を左足の上に乗せ片手（両手でもOK）で膝を下に押してストレッチをし

て下さい。 

フォローがうまく取れない場合は・・・・・左足を高くしてフォロースルーを取ってください。 



また、イスに腰をかけて左足を右足に乗せ片手（両手でもOK）で膝を下に押します。 

このストレッチをすることによって正しい身体の使い方になるでしょう。 

 

 

     右足を高く         右足を左足へ             左足を高く           左足を右足へ  

      バックスイングがうまく取れない場合        フォロー（最後まで振り切ること）がうまくとれない場合 

§ 左打ちの練習をしましょう 

色々なトラブルはパークゴルフでもつきものです。トラブルショットは別な巻で展開していきたいと思

いますが、まず、利き手が右の人は左でそこそこ打てるように訓練をしましょう。基本的には、クラブ

ヘッドのどこで打っても良いのですが方向性、距離感を考えるとクラブのフェイスで打った方が良い

でしょう。練習の中で打てるように訓練をしましょう。スコアメイクには絶対欠かせない打ち方です。 

              フェイスで打つ                      方向性が悪いので、できるだけこの面では打たない 

 


