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きれいなスイングなのに、なぜミスショットが…?

千葉の自宅より、、、

おはようございます。
小原大二郎です。

先週は肌寒い気温の中、
ずっとどんよりと雨模様でしたが、

週末は見事な秋晴れでしたね。

ゴルフのベストシーズンが到来、
したと感じます。

ただ、朝晩の気温差が激しく、
温度調節が難しい季節なので

ゴルフを万全にたのしむためには
雨対策やそろそろ防寒対策も
しなくちゃいけないですね。

そういえば、

先週、
レッスンでゴルフ場へ行ってきたのですが…

そこでお会いしたのが、

スイング自体はきれいなのに
なぜかミスショットをしてしまう

という方。

もしかしたら、

スイング動画を撮影したことのある方の中で、
自覚のある方もいらっしゃるかもしれません。

あなたはいかがでしょうか？

スイングはきれいなのに
ミスショットが減らない、という場合

ミート率に問題があるかもしれません。

しかし、

ミート率を安定させる方法

あなたはご存知でしょうか？

ミート率の改善は
トップやダフリの改善に非常に役立ちますので、

ぜひマスターしていただきたい
ポイントをご紹介しようと思います。

ミート率を安定させるには？

ミート率がよくないと、
ダフリやトップ、シャンクなど

様々なミスの引き金になってしまいます。

昔から、

『ゴルフはミスをなくすスポーツ』

と、言うように…

ちょっとしたミスで
スコアをロスしてしまうことは
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なんとしてでも
避けたいですよね。

そこで、

ミート率を安定させるポイント

こちらをご紹介したいと思います。

まずは 1 つ目。

肩から肩までのスイングを

『ベタ足』

で行ってください。

バックスイングやフォローでも
足を地面から離さないよう

スイング中は意識をしてください。

ベタ足をしっかりと意識することで
スイング中の体の左右のブレが
起こりにくくなります。

左右のブレが軽減されれば、
クラブフェースとボールが
しっかりとインパクトを迎え、

ミート率は上がっていきます。

意外な要因が潜んでいるかもしれません・・・

そして 2 つ目をご紹介したいのですが…

ミート率を低下させてしまう原因の中に

『スイング中の目線』

があげられます。

バックスイングのときに
「しっかりと当てていこう！」
という意識から

クラブヘッドを目で追ってしまっている方。

もしかしたら、
無意識にしてしまっている方も多いかもしれません。

もしミート率に悩まれていたり、
ちょっとしたミスに悩まれている方は

ぜひ意識していただきたいのですが…

それは

『アドレス時の視界を変えずに打ち抜く』

ということです。

アドレスをしたときは、
下を向いてボールをに目をむけていると思います。

しかしそこで、

バックスイングのときにクラブヘッドを
目で追ってしまうと、

当然ボールに焦点が
合わなくなってしまいますよね。

スイングをするときには、

『頭を固定』

するよう意識してください。

こうすることで
スイング中の背骨の軸を保ちながら
スイングをすることができ、

結果的にミート率高いインパクトを
迎えることができます。
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最後に・・・

今日お伝えしたミート率を上げるための
２つのポイント

・ベタ足
・スイング中の目線

ミート率が悪くミスショットが減らない、という場
合は
この 2 つのポイントが意識しきれていない可能性が
ありますので、

ぜひチェックしてみてください。

スイングがきれいでもミート率が悪く、
スコアが伸び悩んでいる、という方は

100 切りを目指して、

ビジネスゾーンの振り幅で
この 2 つをマスターしていっていただきたいと思い
ます。

ゴルフのベストシーズン到来…

秋晴れのゴルフ場で
気持ちのいいナイスショットを打ち出してください
ね！

From小原大二郎 page 3
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FW は打ち込む？ それとも払い打つ？

ベスト・オブ・メールマガジン
From江連忠

宮古島の自宅より、、、

こんにちは、プロゴルファーの江連忠です。
　
さて、今回は、

　「フェアウェイウッドは打ち込む？ それとも払い打
つ？」
　
というテーマで、お話ししたいと思います。
　
フェアウェイウッド（FW) を
打ちこなしたい方は多いでしょう。

ボールの位置はどう変わるのか？
そして、打ち込むのか、払って打つのか？
その答えは。。。

あなたはどっち？

　「打ち込むのか？ 払って打つのか？」
　
これ、あなたはどちらが正しいと思いますか？
　
　・
　・
　・　

どうでしょうか？
　

この議論は、教本や教える人によって
表現が違いますが、個人的には

「打ち込むか、払い打つかは、どちらでもいい」

僕はそのように考えています。

　そもそも「打ち込む・払う」という動きは
意識して行うものではなく。。。
　
ボールの位置によって自然と決まるものだと
理解しておいてください。
　
　「ボールの位置によって自然と決まる」
　
さらっと言ってしまいましたが、
この理解はとても大切です。

たとえば、同じスウィングをしても
　
　・曲げたくない場面では、ボールを右に置いて、
　　ヘッドが上から入って打ち込むイメージ

　・一方、距離を出したいときや振り切りたいときは
　　ボールを左に置くので払うイメージ
　
こうしたイメージが強くなります。
　
このボールの位置については、
　
　・自分のスウィング

　・使っているクラブ

　・体力、パワー
　
これらを総合的に見て、
一番良い位置を見つけるしかありません。

球が上がらない場合、ロフトの大きい FW
の場合…

僕個人としては、どんな番手でもボールを右目に置
いて、
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少し打ち込んでいった方が良いとは思います。

ですが、パワーの無い人が３W を打ち込んでいくと
球は上がらなくなってしまいます。

こうした球が上がらない場合は、
　
　・ボールを左に寄せるか、

　・ロフトの大きいクラブに替える
　
ようにするのが良いでしょう。
　
逆に、７W や９W といったロフトの大きいクラブの
場合は、
ボールを右に置いて打ち込んでいかないと
ボールコントロールが難しくなりますので、注意が
必要です。

（このへんはショートアイアンやウェッジなども同じ
です）

効果的な練習法
ここまでお話しししたボールポジションは、自分の
上半身、特に左胸を基準にして左に寄せたり右に寄
せたりすると
安定したポジションを保ちやすいでしょう。

具体的な練習方法としては、
　
　・ボールをティーアップして、ライナーを打つ

　・同じ高さ、同じ強さのボールが
　　コンスタントに打てるようになるまで繰り返す
　
これがオススメの練習法となります。
　
ぜひ、お試しください。
　
　真剣であることが、唯一のゴルフの楽しみ方。

　ゴルフは人生を豊かにする素晴らしい方法。
　
江連忠でした。
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100 切りをグッと近くに、グリーン周り攻略法

ベスト・オブ・メールマガジン
From近藤雅彦

神田のカフェより

おはようございます、近藤です。

今、もしあなたが
100 切りに挑戦しているなら、
そしてスコアが伸び悩んでいるなら、

最短でその悩みを解消するためには
どんなショットを重点的に磨けばいいか
すぐに答えることはできますか？

ティーショットで
アドバンテージを付けるドライバー？

パットでスコアを
ロスしないためのパター？

最短でグリーンまで
上がるためのアイアン？

スコアを追い求めると、
これらはすべて大事な要素には
違いありませんが、

あなたが今、
もし 100 切りを目指しているなら、
そして一時的にスコアに
伸び悩んでいるなら

まず最初に確認してもらいたい
ショットがあります。

それは、、、

グリーン周りのアプローチショット

100 切りのために、
そしてスコアに伸び悩みを感じて
ゴルフレッスンに来られる方には
ある共通点があります。

それは、
ドライバーやパッティングばかりを
練習してしまっていること。

200 ヤード飛ばすドライバーも、
ピンまでの距離を確実に縮めるアイアンも、
1 メートル転がすパッティングも、

全て同じ 1 打には変わりありません。

しかし、100 切りを目指す人や、
スコアを縮めたいという気持ちが強い人は

練習していて一番
爽快感のあるドライバーではなく、

入るか入らないかで
スコアに大きく影響するパターでもなく

スコアメイクで一番大事なのは、
グリーン周りからのアプローチ、

特にピンまで 15 ～ 20 ヤードから
確実に 1 パット圏内まで寄せるための練習を
重点的に行うと良いでしょう。

15 ～ 20 ヤードのアプローチでは、
もちろんフルショットではなく、少し加減した
ショットが必要となります。

また、ライやグリーンの形状によっては
打ち上げるボールか転がすボールか



8

From近藤雅彦 page 2

器用に打ち分ける必要もあり
これができるかできないかで
スコアが大きく変わってくるのです。

今日はメルマガで 15 ～ 20 ヤードの
アプローチを決めるための秘訣を
いくつかご紹介していきます。

まずはボールの上げ方について

やや高いボールを打ちたい時、
ボールを右足寄りに置いてハンドファーストに構え、
ボールに対してクリーンに、カツンと当てるような
スイング軌道を思い描く方が多いと思います。

しかし、
この打ち方だとダフってしまって、
リーディングエッジが芝に刺さり
ボールが飛ばない、いわゆるザックリに
なってしまう危険性がとても高いです。

ボールを右側に置いてしまうと、
クラブのバンス部分を芝に滑らせることが
とても難しくなるのでダフるのです。

アプローチで大事なのは、
リーディングエッジではなく、
バンスをいかに使うか（滑らせるか）です。

そして、フェース面でボールを
無理に上げようとしないことです。

このバンスを滑らせる打ち方を
マスターするためには、フェースをあえて
開いて打つととても効果的です。

フェースを思いっきり開くと、
バンスを使わなければ球が上がりません。

リーディングエッジが右を向き、
フェース面が上を向いた状態で、
スイングの軌道の中でバウンスを滑らせ、
ボールを捉えていくイメージです。

フェースを極端に開くことに
抵抗があるかもしれませんが、
意外と簡単に打つことができますよ。

ボールを転がせたいとき

一方で、転がして寄せたい場合は、
ヘッドを立たせて打たなければなりません。

ですから、SW や 58 度のようなウェッジを
ハンドファーストに構えてロフトを立たせるのでは
なく、
はじめからロフトが立っているクラブを選ぶのです。

たとえば、8 番アイアンであれば、
リーディングエッジが刺さってしまう危険を
未然に防ぐことができます。

ポイントは、
ボールを上げたい場合のショットと同様、
バンスを滑らせることです。

転がしたい場合の打ち方は、
パッティングと同じようにコックを入れずに
クラブを振り子のように使います。

ボールに当てにいこうとはせず、
やはりクラブのソール部分を芝に
滑らせるような意識を持ちます。

ウェッジを使ったときよりも、
振り幅は小さくなりますので、
刺さり気味でもボールは転がり、
距離感のミスが減ります。

最後にランニングアプローチでは

最後に、
ランニングアプローチに関しては、
上半身だけを使います。

パターと同様に、
クラブを振り子のように動かし、
ボールを捉えていくのです。
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クラブのソールにあるバンスを
使ったショットを習得するには、
バンカーで練習するのがいいと思います。
砂地であればバンスを滑らせる
感覚を身につけられますし、

何より多くの方が
苦手意識のあるバンカー対策にもなります。

一言に語りきれない
グリーン周りのアプローチですが、
実はパターよりもドライバーよりも
スコアに直結する要素が詰まっています。

パターもスコアに直結するのですが、
グリーン周りから 1 パット圏内にボールを運べば
その分パターが楽になるのは明白ですよね。

ぜひ今日ご紹介したテクニック
そして、それを習得するための練習法で
目標の 100 切りやスコア短縮に
チャレンジしてみてください。

近藤
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飛ばし屋のための自宅時間の使い方

ベスト・オブ・メールマガジン
From服部公翼

東京の自宅より、、、

おはようございます。
服部コースケです。

今日から世間はゴールデンウィーク

しかし、今年のゴールデンウィークは
どこにも出かけずご自宅で過ごすという
方がとても多いはずです。

もともとコンペの予定や、
旅行や外食の予定があった方も
たくさんいるでしょう。

でも、今が踏ん張りどころです。

ぜひ、あなたのためにも、
あなたの大切な人のためにも、
家にとどまり乗り切りましょうね。

しかし、ゴールデンウィークの朝 6 時から
私のメールマガジンを読んでいるあなたのように
ゴルフにとても熱心なタイプなら、

身体を動かしたり、
ボールを打ちたかったり、

とにかくゴルフをしたくて
たまらないのではないでしょうか？

なので、今日は
あなたのその気持ちを解消する方法、

私もここ最近毎日実践しているオススメな
室内ゴルフ練習法をご紹介します。

そんな特別な話ではないのですが、
特に飛ばし屋を目指しているあなたには
ピッタリだと思うので、ぜひ試してみてください。

では、いきましょう。

ショートクラブは飛ばしの相棒

私は最近、ショートクラブという
その名の通り短い練習用クラブで
家の中のあちこちで素振りをしています。

ショートクラブ、本当に良いんですよ。

家の中なので、
もちろんボールは打ちません。

でも、そのボールを打たないというのが
ショートクラブでのスイング練習の肝になります。

ボールを打つという “ 結果 ” を求めないので
スイング作りに集中ができるのです。

ボールを打てないという
今の状況を逆手にとって
ゴルフ上達していく。

飛ばし屋のための
最高の室内練習です。

室内でフルスイングなんて危ない、
と思うかもしれませんが、私が持っている
ショートクラブは 60cm もありません。

30cm 定規 2 本分しかないので、
照明器具さえ気を付ければどこでも
スイングをすることができるのです。
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それでいてなかなか重い、
多分 1 キロちょっとあると思います。

これだけしっかりと重ければ、
振っているだけで筋トレにもなります。

全くスイングをしていないと
ゴルフのための筋力も落ちてしまいますから、
庭にもベランダにも出る必要のない
ショートクラブはとても便利なのです。

バットよりショートクラブ

ショートクラブと同じように使う
練習器具に「バット」があります。

野球のバットのような形ですが
手元の握る部分はゴルフ用のグリップが付いた
ゴルフの素振り専用の練習器具です。

こちらも短いものだと
60㎝程度のものが売られていますが
同じく室内での練習が目的ならバットより
私はショートクラブをおすすめします。

ショートクラブはアイアンの
ヘッドが付いているので室内にいながら
フェースの向きを意識した練習ができるのです。

アイアンヘッドが付いていることで、
丁寧に構えて、ゆっくりとスイングをしながら
各所でフェースの向きを確認できる。

バットにはない大きな利点です。

室内素振りで大事な 2 つのポイント

最後に、ショートクラブを使った室内素振りで
ゴルフが上達するために大事なポイントを
2 つご紹介していきます。

素振りを続けているのに一向に上達しない
むしろ、スライスがひどくなった、引っ掛けがひど

くなった、
こんな声を聞くことが多々あります。

おそらくそれは、
間違った素振りを繰り返したがために
自分の悪い癖が強化されてたのが
原因なのかもしれません。

そうならないためにも、
室内に限らずボールを使わない素振りをする際に
大事なポイントが 2 つあります。

1 つ目は
ボールがあると思ってアドレスをすること。

素振りをする際には、
ショートクラブを手にもってすぐ振るのではなく、
普段ボールと全く同じようにボールがあると思って
丁寧にアドレスをしてから始めましょう。

ここで気を付けるのが肩の位置。

右利きの方の場合、
ゴルフグリップは右手が下ですから
右肩が左肩よりも少し下がります。

しかし、ボールがない状態ですと、
肩の高さを左右揃えて素振りをしてしまいます。

これでは理想のスイング軌道から外れて、
アウトサイド・インの軌道の、カットスイングが
身に染み込んでしまいます。

そうならないためにも、

短くて地面につかない
ショートクラブでもしっかりアドレスをして
右肩を左肩よりも下げることを意識してから
素振りを始めるようにしてください。

2 つ目は
今の素振りからボールの弾道を想像すること。

実際にはボールを打たない素振りですが、
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今のスイングでどんなショットになったのか、
ボールの弾道を考えてみてください。

これはプロゴルファーの間でも、
特に重要な素振りのポイントです。

素振りからボールの弾道がわかる人は
上達スピードが段違いに早いです。

インパクトのフェースの向きを
意識しながら素振りするのとしないのとでは
その素振りの効果は雲泥の差にもなります。

そこで、あえて、

・プッシュアウトになる素振り
・引っ掛けになる素振り
・スライスになる素振り
・フックになる素振り

ここまで素振りを分けることができれば、
逆にこれらのミスショットをコントロールできる
そんな上達効果も狙うことができます。

たかが室内の素振りですが、
工夫次第ではとても効率よく
上達していくことができるのです。

ぜひ、あなたも家のリビングから
ご自身のスイングを磨いてみてはいかがでしょう
か？

服部コースケ
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【ビデオ】重り揺らしでスイングの真髄を体験

ベスト・オブ・メールマガジン
From大森睦弘

岐阜の自宅より、、、

こんにちは、大森睦弘です。
さて、今回は
　「重り揺らしでスイングの真髄を体験」
というお話をさせていただきます（ビデオ＆おまけあ
り）。
　
両手に重りを持って左右に揺らすだけで、スイングの
真髄に直結する動きを体験できます。どういうことか？

ちょどよい重さと形状の重りを揺らす

それで登場するのが、水を入れたペットボトルとか
練習場のボールを少し入れたボール籠です。

軽すぎると遅れて付いてくる感じをつかみにくいし、
重すぎると負担がありすぎて気持ちよく動かせません。
また、形が悪いと脚などに当たりそうになるので、
余計な力を入れてしまいます。

そこで、1 番のおすすめが、１リットルぐらいのペッ
トボトルに
水を満杯に入れたものを２本用意して、それぞれ両手
に持って振ることです。

ゴルフのセットアップのイメージで、
少し前傾して重りを持った両腕を紐になったつもりで
だらりと垂らします。

そこから、最初は小さな揺れをつくります。

ほんの少し体全体を横に揺らせば良いです。

そこから、ブランコを漕ぐときのイメージで、
両脚を曲げ伸ばしします。

ブランコでは最上止点では足を伸ばして重心を高く
していますが、最下点では脚を曲げて重力と遠心力
に耐える体勢にします。

この耐える体勢を整えることが、スイングの「間」
そのものです。

そして、脚に圧力を一番感じたあたりから
脚を伸ばす力を出して振りあげます。

重り揺らしでも、脚が伸びた最上止点から重りの重
さを感じて

重りに引っ張られるように下に落ちてきて、最下点
で脚への圧力を感じたら脚を縦に伸ばそうとして耐
えます。

軽い状態のものにパワーを加えてもなかなかエネル
ギーは伝わりませんが、ちょうど良い重さになった
ところでパワーを出せば効率よく伝わります。

それが、最下点で脚への圧力を感じたタイミングで
す。

そして、重りの動きに対して下半身を先行して動か
すことで、重りにパワーを伝えようとします。

これが、まさに「間」をとってタイミングを見計らっ
てから、パワーを伝えている状態となります。

ここで大切なのは横向きの力を加えて振ろうとしな
いで、地面に対して縦に脚を伸ばして
遠心力に対応することだけに集中することです。

まさに、遠心力で潰されそうになることに耐えるイ
メージで、脚を骨格に対して縦に伸ばすことだけで
す。
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そして、練習場で練習していてふとやってみようと
思うなら、ボール籠の大きさで異なりますが
だいたい籠にボールを 4 分の 1 程度入れたぐらいで
重りにするとちょうど良いです。

実際のスイングでは

実際のスイングではトップに向かって脚の動きで
バックスイングして、ヘッドが下半身の動きに対し
て付いてくるようにします。

脚を使い切った後はそれまで動いたヘッドの勢いと、
手元が肩の高さより高くなるスイングでは
ヘッドの重さでシャフトが倒れることまで利用して
トップに向かいます。

そのヘッドがまだトップに向かって動いている最中
に、両脚で地面を踏もうとします。

これがスイングの「間」をつくっている瞬間です。

その後、腕とクラブが落下することで手元もクラブ
も、インパクト面に乗せることができます。

そして、両脚で地面を踏めて大きなパワーを出せる
体勢が整ったところで、パワーをかけることでヘッ
ドが置いていかれて
上半身をしならせることができます。

水入りペットボトルなどの重りを見つけて、
まずはやってみましょう。

最初は案外動きがぎこちなかったりしますから、
やるべきドリルだったことを実感できます。

飛距離はパワーを加えやすい体勢とタイミ
ングが勝負

楽に遠くまでボールを飛ばすための要は、上半身とシャ
フトをしならせてそのしなり戻りを使うことです。

そして、下半身の動きで上半身を上手くしならせる
ことが最初に手に入れるべきコツです。

上半身を正しくしならせることができれば、
シャフトをしならせることも簡単になります。

そのしならせる真髄とは、出来るだけ大きなパワー
を加えられる体勢を整えて
しならせたいものよりも先行して動くことです。

しならせたいものが遅れて付いてくるなら、
しならせることができます。

クラブの先端にあるヘッドは重いですから、
下半身の動きを先行させてこの重いヘッドを遅らせ
て動かします。

そうすれば、そのヘッドと下半身の間に挟まれた上
半身や
シャフトは簡単にしなります。

そして、パワーを加えやすい体勢を整えて、
これからパワーを加えるタイミングをつくることを
スイングの「間」と言います。

この「間」が実感できれば最高のスイングができま
すが、それがなかなか分からなくて多くのゴルファー
が悩みを抱えています。

そもそも「間」すら知らないゴルファーが多すぎます。

「間」が理解できずにしならせられない原因

「間」が理解できずにしならせられない原因があります。

それは、自ら力を出してクラブをコントロールしよ
うとしすぎて、
余計な力を色々なところに入れていることです。

それなら、自分が出している力に対して重めのもの
を動かせば、

「間」とか、重りを遅らせてくる動きが体験できるの
ではないかと思いませんか。

重り揺らしの後は

重り揺らしでなんとなく感じがつかめたと感じるこ
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とができたなら、クラブを重りの代わりに左右に連
続で揺らしてみましょう。

両手に一番重いクラブから２本持ちます。サンド・
ウェッジとピッチングを持てば良いです。

そこで、最初から大きく揺らそうとしないことが、
うまく正しい動きができるためのキーです。

最初は、重りを揺らしたときのように、
小さな揺れ幅から動かします。

その揺れ幅を少しずつ大きくするように「間」をつ
くりながら、最下点で遠心力で下に引っ張られるこ
とを感じて、それに耐えるように脚を伸ばすように
します。

両手に持ったクラブ同時がガチガチぶつかるようで
は、横向きの力を入れている証拠です。

まさに、両腕は紐でクラブが飛んでいかないように、
支えているだけに徹します。

それができる範囲の揺れ幅でやってみることが、
素早くうまく正しくできるために大切です。

トップで手元が腰の高さぐらいで十分ですから、
無理しないでその高さまでやれば良いです。

ゆっくりシャドースイングで「間」を再現

そして、１回のスイングを 20 秒以上かけて行う
ゆっくりシャドースイングで、「間」を再現してみま
しょう。

トップからは腕とクラブを真下に落として素早くイ
ンパクト面に向わせ、同時に両脚で地面を踏もうと
することが重要です。

両脚で地面を捉えてパワーを地面に伝達しやすい体
勢ができたときには、手元とクラブ全体がインパク
ト面に乗っているなら
その後は簡単になります。

そこからは、下半身を先行させて左足母指球の少し
後ろで地面を踏んで、上半身の前傾角度を変えない
程度には、左股関節を伸ばしきらないまま左脚を長
くします。

そして、左のお尻を左後ろポケット方向へ押し込み
ながら、両腿をキュッと締めれば、腰は鋭く左にター
ンして、腰から首の付け根までの体幹を左ターンさ
せることができます。

そうすれが、左肩甲骨を胸の方向へスライドさせる
形で、上半身をしならせることができます。

この一連の動きを、ゆっくり流れる時間の中で感じ
ながら、クラブと一緒に動いてみましょう。

そうすれば、通常のスピードでのスイングでも、
「間」ができてきて見違えるようなショットが
連発できるようになってきます。

では、また。
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本当！？ウェッジ選びでダフリ対策は出来る

ベスト・オブ・メールマガジン
From徳嵩力一

千葉のクラブ工房より、、、

こんにちは。プロクラブフィッターの
徳嵩力一（とくたけ・かついち）です。
　
今日なんですが、あなたに
　
　「本当！？ウェッジ選びでダフリ対策は出来る」
　
という話をさせていただきます。
　
71 歳の男性ゴルファーの方から
このようなお便りをいただきました。
　
> １００ヤード以内でのダフリが多い。
> 70 ヤードまでは SW 使用。
> 70 ～ 100 ヤードは AW を使用している。
> アドレス時ソールを浮かしているが直らない。
　
はい、ウェッジのミスということなんですけれども。。。

重いウェッジのほうがコントロールしやすい

ウェッジのミスということですが、
もちろんクラブが見させて頂かないと
何とも言えないところはあります。

基本的に、ウェッジをコントロールする上では
他のクラブよりもちょっと重くした方が
コントロールがしやすくなります。

まずはそのあたりを、チェックしていただくと
よいかと思います。
　
ちなみにウェッジというのは、
形状からするとざっくり分けて
　

・リーディングエッジが前に出ている「出っ歯型」
　（有名なところではボーケイ、クリーブランドなど）

・リーディングエッジがやや引っ込んだ「グースネック」
　（ネック部分がグース＝ガチョウの首のように曲
がっているので）
　
この二つがあります。
　
今日、ご相談のあったお客様はダフリが多いとのこ
とですが、
グースネックのウェッジの場合、グースの度合いが
合っていないことで
ダフってしまうということも考えられます。

特にショートゲームでは、フルショットに比べると
シャフトのしなる量が少なくなってしまいますの
で。。。

その歯の出方によって、ボールへのコンパクトのタ
イミングが
ずれてしまうんですね。
　　
自分たちゴルフパフォーマンスでは
そうした点も考慮に入れながらフィッティングを行
い、
あなたに合った最適なウェッジを探し出しています。

ウェッジ選びのもう一つのポイント

ちなみに自分たちのところにも
　
　・TK ウェッジ（TK-01）
　・ビジネスゾーンウェッジ（TK Type-G）
　
という、二種類のウェッジをご用意していて、
お客様の形状にあったものをご提案しています。
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（現在、ゴルフライブではどちらも品切れとなってい
ます）
　
そしてもう一つ、ウェッジを選ぶ際に重要になって
くるのが

　ロフトの展開を、しっかり考えて提案をする
　
ということです。
　
たとえば今回の質問者様の場合ですと、
現状、SW と AW の２本で対応しているようです。
　
この対応は、果たして最善なのかどうか、です。
　
このお客様の場合、AW で 100 ～ 70 ｙまで、
30 ｙの距離感をコントロールしていらっしゃるよう
です。

ですがこの間隔はちょっと開きすぎていて、
この二本のウェッジで、色々な振り幅の練習が
必要になってくるのではないでしょうか。

もしかしたらその辺も、ミスを生む原因に
なってしまってはいないかなと心配してしまいます。

徳嵩流は基本「4 度ピッチ」

基本、自分たちがウェッジをご提案する場合、
ピッチングから SW までは、
　
　4 度ピッチ
　
を基本にしています。

PW ＝ 44 度であれば、その下の番手のウェッジは
48 度、52 度、56 度。。。といった具合です。
　
そのようにウェッジを展開してあげると、
何よりフルショットでちゃんとした距離感が出るよ
うになります。

そして、ビジネスゾーンの練習をきちんとしている
方でしたら

　・フルショット
　・肩から肩の振り幅
　・腰から腰の（ビジネスゾーンの）振り幅
　
これら３つの振り幅で
距離感をコントロールできるようになります。
　
そうすることで、必要以上に多くのスイング幅の種
類を
練習する必要がなくなりますので、
あとはクラブで打ち分けていただければ
　
　・アプローチがよりカンタンになり
　・ミスが出にくくなり
　・ゴルフがシンプルになる。。。
　
そのような説明をさせていただいています。
　
もちろん、30 ｙ（70 ～ 100 ｙ）の距離感を
練習量で補えるのなら、ウェッジ 2 本でも問題はあ
りません。

ですがウェッジ 2 本で戦うのであれば、かなりの練
習量と
実際の芝の上での練習量も必要になってきます。
　
　「徳嵩さん、そこまで時間は取れませんよ」
　
ということであれば、
しっかりと４度ピッチのウエッジを３本（場合によっ
ては 4 本）
入れておく必要があるかとは思います。
　
それでは、また次回。

徳嵩力一
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本当！？ウェッジ選びでダフリ対策は出来る

ベスト・オブ・メールマガジン
From森崎崇

埼玉の自宅より、、、

お久しぶりです！
森崎 崇（もりさき たかし）です。

約 1 年ぶりのメルマガ、
初めまして、の方も多いかもしれません。

今日から不定期で、メルマガを
送らせていただくことになりましたので
今日からまたよろしくお願いします！

メルマガは休止中でしたが昨年の 6 月頃、
初めての著書である

「ゴルフのマネジメント　基本と原則」
という本をゴルフライブさんから
出版させていただきました。

ゴルフライブさん初の
“ コースマネジメント ” についての本ということで
大変多くのお客様が手にとってくれたと聞いています。

この場をお借りしてお礼をさせて下さい。
ありがとうございました。

まだお手に取ってない方がいましたら
ぜひ次回販売のときにぜひ
手に取ってみてくださいね！

今日は久しぶりのメルマガですし、
いきなり上達ドリルとかゴルフ理論など
堅い話をすのではなく

軽く私の自己紹介と、
コースマネジメントの本を執筆していたときの
裏話などをしていこうかと思います。

自己紹介から

小原プロが運営するゴルフスタジオ
「ゴルフパフォーマンス」の新宿店店長として
レッスンをさせて頂いております、
森崎 崇（もりさき たかし）です。

ゴルフライブさんでは、
レッスン DVD や昨年出版した本などを
販売させていただいており、

去年の 3 月まではメルマガも
毎週１通書いていました。

また、日本各地で不定期開催している
小原プロの出張レッスン会に
同行させていただくこともあり、

去年の暮れに行った京都のレッスン会では、
私のメルマガをずっと読んでくれていた
ゴルフライブのお客様とも
たくさんお話することが出来ました。

今後も小原プロと共に、
各地でのレッスンイベントを行っていく予定ですの
で、
ぜひ楽しみにしていてくださいね。

なぜコースマネジメントの本を書いたの
か？

これ、私の生徒さんからも
大変多くいただく質問の一つです。

そもそもなんで私が
コースマネジメントの本を書くことになったのか。
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前々から何冊も本を書いている
小原さんのことをすごいなーと
尊敬していたのですが、

一昨年（2018 年）の年末あたりに
ゴルフライブさんから「コースマネジメントの本を
出さない？」と
大変嬉しいお声かけをいただいたのがキッカケです。

もともと私はゴルフライブさんで

『森崎崇の THE SEVEN ～攻めのゴルフでスコアが
変わる～』

『森崎 崇の日本一ずる賢いコース戦略』

こんな２つのレッスン DVD を
制作・販売していただいておりました。

この２つとも
コースマネジメントの内容だったのもあって
本を書かせていただくことになったのです。

この２つの DVD を少しだけご紹介すると

上の『THE SEVEN』は、
通常クラブセットと言ったら 14 本だけど
7 本もあれば十分だよ、という内容。

1 本のウェッジで球を打ち分けたり
ユーティリティの正しい使い方など

シングルまで目指せるような
すこし高度なテクニックを紹介した
レッスンプログラムです。

下の『日本一ずる賢いコース戦略』は、
その名の通りコース戦略のレッスンなんですが…

これ、タイトルがもう面白いですよね（笑）

私自身は全くずる賢く
回っている認識はないのですが、
小原プロとか周りのプロに

「ズルいなぁ～」
「セコいなぁ～」

と言われるのが、
このタイトルの由来です。

でも、この DVD の内容は
私としてはとても真剣に考えました。

真剣にプレーしているんですが、
小原プロからはよく「ズルい」と言われます。

まあでも、
多分これが原因だろうな
というのは検討がつくのですが、、、

しっかりマネジメントしなきゃ生き残れない

正直言って、小原さんとかに比べると
私は全然フィジカルがありません。

フィジカルって言ったら筋力とか体幹とか、
身体能力とかそもそもの身長・体重だとか
様々な意味がありますが、

小原さんを見てください。

身長は高いわ…
筋肉は凄いわ…

ああいう方に勝つためには
しっかりとマネジメントをするしかないのです。

プロの世界は弱肉強食ですからね、
飛距離で勝てないなら頭を使うしかないのです。

そんな考えがゴルフを始めた
中学生の頃からあるので、

ずる賢く立ち回っているつもりは全くありませんが、
コースマネジメントにはそこそこの自信があります。

もしこのメルマガをお読みのあなたが
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周りに比べて飛距離が…

と悩んでいたとしても、
それはコース戦略次第でどうにでも出来ますよ。

飛ばないなら飛ばないなりに
しっかりとマネジメントすればいいのです。
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ミスしないアプローチの 2 ヶ条

ベスト・オブ・メールマガジン
Fromガッツパー水柿

練馬の自宅より、、、

こんにちは。ガッツパー水柿です。

今日は、あなたに

「アプローチ下手から抜け出す方法」

というテーマでお話をしたいと思います。

ゴルフライブのアンケートを見ていると、
「アプローチが苦手で…」というお悩みをよく目にしま
す。

実際に僕がレッスンしている生徒さんにも

「ホームランを恐れているためか、
ザックリやショートが連発してしまい、
グリーンに乗せるまで何回も打ってしまうんです…」

というお悩みを抱えている方がいました。

ホームランが出てしまうのは、

・トップする
・インパクトでパンチを入れている
・バックスイングが大きくて、
　もとから距離が出るスイングになっている
・フリが強くてオーバーする

といった原因からです。
そして同じミスが続いてオーバーが怖くなると、
インパクトで帳尻を合わせようとスイングが緩み、
ザックリを起こし始めてしまいます。

（鋭角に打ち込んでザックリになるケースもありますね
^^;）

なぜスイングが緩むとザックリが起きるかと言うと、
これはクラブが重力に引っ張られて落ちてしまうた
めですね。

シャンクもそうですが、こういったミスを繰り返し
て、「ミスの再現」をしてしまうと
悪い癖になって身についてしまいます。

なので、早めに原因を突き止めて、
スイングを修正する必要があリます。

ミスしないアプローチをするには？

アプローチにおけるトップやザックリを直すために
は、大切なポイントが 2 つあります。

それが

①腕の三角形を維持すること
②一定のリズムでスイングすること

この②つです。

①腕の三角形を維持する

これはつまり、体幹を使って
スイングをするということです。

手を使うと腕の三角形が崩れてしまうので、
これを維持できるようになると
必然的に体を使ったスイングが身につきます。

しっかり体を使ってあげることによって、
スイングの緩みやパンチを入れるといった
ミスの原因となる動きを防ぐことができるようにな
ります。
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②一定のリズムでスイングする

過去のメルマガでもよくお伝えしていたのですが、
スイングの再現性を高めるには、
スイングリズムを一定にする必要があります。

三角形を維持する話にもつながって来ますが、

・パンチ＝インパクトでの加速

・緩み＝インパクトでの減速

というリズムの変化が起きています。

逆に捉えてみれば、一定のリズムでスイングするこ
とによって
これらのミスの原因を取り除くことができます。^^）

アプローチの処方箋　2 段階ドリル

ここまででお伝えしてきた三角形の維持と
一定リズムでのスイング。

これを身につけるためには、
今からご紹介する 2 段階の練習方法が効果的です。

・まず第一段階が、
　「三角形をキープしてのビジネスゾーン練習」です。

アプローチ、といえばビジネスゾーンです。

まずは、このビジネスゾーンで、
「腕の三角形をとにかく維持」して
練習をしてください。

実際にボールも打っていただいて構いません。^^）
これは手ではなく、体の回転でスイングするための
ドリルです。

繰り返しになりますが、三角形を維持できれば
手を使ったパンチや緩みが解消されます。

まずはこの練習で、
体幹を使ったスイングを体に馴染ませましょう。

・体幹を使ったスイングが身についたら、2 段階目に
　「ティーの連続打ち」を行ってください。

そしてティーを連続で打つ際に
「イチ、二」と一定のリズムで打つようにしていきます。

コレを 10 往復行ってください。

連続打ちをする際に、「自分の気持ちいいリズムで振
る」ように心がけてください。

また音も、「ペチッ！ペチッ！」と
むらなく、気持ちよく鳴らせると理想的です。

この練習を続けることでスイングリズム・スピード
が一定になり、「スイングの再現性」を飛躍的に高め
ることが可能です。

最後に

この 2 段階の練習を、毎回続けていただければ、ど
んどんアプローチのミスが減っていきます。

できているか、できていないかについては

・フィニッシュで止まって、三角形が崩れていないか
・メトロノームを使い、テンポがずれていないか

といった方法でセルフチェックもできます。

アプローチの成功率が上がることで
スコアに直結してきますし、

今回のドリルで培ったインパクトは、
広い振り幅のスイングからみても柱となってきます。

ゴルフ歴問わず、アプローチのミスに悩む方は
ご紹介したドリルを取り入れてみてください。^^）

今日もここまでメールをお読みいただき、
ありがとうございます。
それでは、またメールします。

ガッツパー水柿



23

Best of Mail Magazine 2020

ショートパットが苦手な方へお伝えしたいこと…

ベスト・オブ・メールマガジン
From志賀康平

千葉の自宅より、、、

こんにちは、志賀康平です。

このメルマガを読んでくださっているあなたへ
突然ですが質問です ..

「1m 以下のショートパットの
入る確率はどれくらいですか？」

あなたもご存知だと思いますが、
パット数が占めるスコアの割合は 40%

なんと約半分を占めるんです。

つまりスコアアップにおいて

ショートパットが決められるかどうか

が非常に重要になってきます。

ゴルフシーズン開幕まで
もうまもなくだということもあるので…

本日はスコアメイクにおいて
重要なショートパットの攻略法について
お伝えさせていただこうと思います。

ショートパットがスコアを左右

ここで冒頭で伺いました

「1m 以下のショートパットの
入る確率はどれくらいですか？」

という質問…

あなたはどれくらいの割合で
カップに入れることができるでしょうか？

レッスンをしている立場でいうと、

ずばり成功率 80％を目指していただきたい
というのが理想です。

というのも…

スコアの 40% も占めるパット数

つまりパッティングのスキル向上は

スコアアップに必要不可欠

といっても過言ではありません。

この 80% がクリアできれば
スコアアップに大きくつながっていくのですが

なかなか難しい、というのが現実です。

ショートパット入らない原因は？

本来はパッティングを見させていただくのが
一番の解決の近道ではあるのですが…

本日はレッスン中によく見られる
ショートパットがはいらない原因を
いくつかあげてみようと思います！

まずよく見られるのが
グリーンをよく読んでいない、
というパターンです。

ロングパットではしっかりとグリーンを読んでいるのに



24

From志賀康平 page 2

ショートパットなるとあまり状況を把握せず

とにかくカップ目掛けてまっすぐ打つ

という方をよく見かけます。

1 ｍ以下でもしっかりとラインを読み
見極めて打つようにすると

カップ直前で惜しいミスを減らすことができます。

その次に気をつけていだきたいのが
フェースの向きです。

グリーンでカップを狙う際、
早く入れたい、といった思いから

短い距離になるほど
フェースの向きの確認が
疎かになっていきます。

当たり前なことかもしれませんが、

カップを目の前に焦る気持ちを抑え、
２度、３度、しっかりと
フェースの向きを確認してください。

これをきちんと行うだけで
カップイン率は変わってきます。

ここで上げた

・グリーンをしっかり読む
・フェースをきちんとカップに向ける

ショートパットでも
きちんとこの２つのポイントを抑え

パッティングに望んでいただきたいと思います。

プレッシャーのあまり…

そして
気をつけていただきたい

ポイントをもう一つ
ご紹介させていただくと…

パッティング中の目の動き

です。

ショートパットの場合
カップが目の前にありますので

ここで決められるか…
はたまた、もう１パットか…

スコアを左右する
まさに緊張の一瞬ですよね。

心理的にかなりプレッシャーのかかる場面です。

そういった場合によくあるのが、

クラブに当たる前に
頭ごと視線がカップの方を向いてしまう

ということです。

これがパッティングのミスを引き起こす
大きなトリガーになってしまいます。

ヘッドアップと言いますが、

ボールを打ち終える前に
ボールの行方が気になって

視線や頭がカップやボールを追ってしまう、
というものです。

一見些細なことのように
思われるかもしれませんが

頭の位置が動いてしまうことで
連動して体の軸も動いてしまいます。

この些細な頭の動きによって
直径１０ｃｍのカップから
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ボールは遠ざかってしまうんです。

「耳でパットせよ」

という
ジャック・ホワイトの言葉があるように

ボールの行方は目で見るのではなく
耳で聞き取る、という意識をもって

視線をボールのあった位置に固定する、と

ヘッドアップが改善されます。

ぜひ今日上げた 3 つのポイント…

・短い距離でもラインを読む
・フェースの向きをしっかり確かめる
・ヘッドアップせず耳でパットする

こちらを参考にしていただいて、

ショートパットを攻略、ひいてはスコアアップに
役立てていただきたいと思います。

ぜひ行ってみてくださいね。


