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全英アマ・全英女子アマへの
出場資格をかけたジュニアゴルフ競技会

THE R&A公認「THE ROYAL JUNIOR」開催決定！

2022年4月1４日

日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社
ザ・ロイヤル ゴルフクラブ

4月23日(土)・24日（日）の2日間競技
会場はザ・ロイヤル ゴルフクラブ
日本カバヤ・オハヨーホールディングス株

式会社（本社：岡山市北区、代表取締役社長：
野津基弘）は、2022年4月23日（土）、24
日（日）にザ・ロイヤル ゴルフクラブ（茨城県
鉾田市）にて、全英アマチュアゴルフ選手権・
全英女子アマチュアゴルフ選手権への出場
資格をかけたTHE R&A公認となるジュニ
アゴルフ競技会「THE ROYAL JUNIOR」
を開催いたします。
出場選手は、日本カバヤ・オハヨーホール

ディングス（株）が認める高校生男女12名の
ジュニアゴルファー。4月23日・24日の2日
間、男女それぞれ36ホール・ストロークプ
レーにて優勝者を決定し、男子優勝者には

＜ 大会オフィシャルロゴ ＞

「全英アマチュアゴルフ選手権」、女子優勝者には「全英女子アマチュアゴルフ選手権」への出場権
をそれぞれ付与します。本トーナメントは、これまで当社グループと世界のゴルフ界の発展を目指
し、取り組みを進めておりました「THE R&A」の賛同を得て実現。全英への切符をかけた国内唯
一のジュニアゴルフ競技会となります。
大会のテーマは「礼節と知性」。世界から尊敬される人格を得てこそ、次世代のコンペティターと

して世界で飛躍でき、礼節を以て、知性を磨き、世界の舞台に立って欲しいという当社の願いを
込め、本年より第1回大会をスタートします。

大会概要

大会名 ： 第1回 THE ROYAL JUNIOR
主 催 ： 日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社
公 認 ： THE R&A
後 援 ： 公益財団法人日本ゴルフ協会、一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟、

鉾田市、鹿嶋市、行方市、潮来市、神栖市
協 賛 ： 岩瀬コスファ(株)、東洋ビューティ(株)、エア・ウォーター(株)、森紙販売(株)、

北恵(株)、（一社）ハウスワランティ、YKK AP(株)、アース製薬(株) 他
特別協力 ： 株式会社鹿島アントラーズFC

競技日程 ： 2022年
2022年

会 場 ： ザ・ロイヤル ゴルフクラブ 茨城県鉾田市大蔵200 TEL．0291-39-7511
出場選手 ： 男子ジュニアゴルファー12名、女子ジュニアゴルファー12名
出場資格 ： 日本カバヤ・オハヨーホールディングスが認めるジュニアゴルファー
優勝特典 ： 【男子】 全英アマチュアゴルフ選手権出場資格

： 【女子】 全英女子アマチュアゴルフ選手権出場資格

大会公式サイト ： https://the-royal-golf-club.com/the-royal-junior2022/ 

PRESS RELEASE

ﾄｯﾌﾟｽﾀｰﾄ 8:00（1T:１way）
ﾄｯﾌﾟｽﾀｰﾄ 7:00（1T:１way）

4月23日（土） 開会式・大会初日
4月24日（日） 大会最終日・表彰式
4月25日（月） 予備日



THE R&Aは、日本カバヤ・オハヨーホールディングスの第1回 ザ・ロイヤ
ルジュニア開催に心から祝意を表します。THE R&Aは、以前から日本カ
バヤ・オハヨーホールディングスとゴルフ発展の理念を共有し、他のトー
ナメントでも密接に協力してきました。この競技会が日本のジュニアゴル
ファーにとって夢と希望に満ちた歴史的な大会になると確信しており、私
たちが英国で主催する全英アマチュアゴルフ選手権および全英女子アマ
チュアゴルフ選手権に出場する機会を提供いたします。参加全選手と関
係者の皆様、ザ・ロイヤル ゴルフクラブでの記念すべき時間が素晴らしい
ものになることをお祈りいたします

The R&A would like to offer our sincere congratulations to Nippon Kabaya Ohayo Holdings 
Inc. on the first edition of THE ROYAL JUNIOR . 
As we have long shared the philosophy of developing golf with Nippon Kabaya Ohayo
Holdings Inc. and have worked closely with them on other tournaments. we are delighted to 
be able to offer you the opportunity to Japanese players to compete in the “The Amateur 
Championship “and “The Women's Amateur Championship”. We believe that THE ROYAL 
JUNIOR will become a historic event full of dreams and hopes for junior golfers in Japan and 
we look forward to welcoming the players to the UK. 
Best wishes to all the competitors and officials at THE ROYAL JUNIOR and we trust you will 
have a memorial week at The Royal Golf Club.

THE R&A メッセージ

The R&A
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THE ROYAL JUNIORについて

Dominic Wall
Director Asia Pacific - The R&A

日本ゴルフの発展に大きく寄与した、1922年の日本と英国の皇太子による親善マッチ。その伝説の
日英マッチからちょうど100年を経た今年、ジュニアゴルフのさらなる発展のために新たな歴史の扉
が開かれます。ザ・ロイヤルジュニアは、ゴルフ競技の総本山的存在である英国THE R＆Aの賛同を得
て、世界に誇れる次世代のコンペティター育成を目的に開催される、日本ジュニア最高峰のゴルフ競
技会。ザ・ロイヤル ゴルフクラブをフィールドに、一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟に
よって選抜された高校生男子12名、女子12名が2日間にわたり36ホールをストロークプレー。目指
すはTHE R＆A主催 全英アマチュアゴルフ選手権、そして全英女子アマチュアゴルフ選手権への出場
資格。男女の各優勝者に与えられるその名誉を得て、世界というフィールドへジュニアが羽ばたきます。

ジュニアが羽ばたく。
Junior players leap out to the world.

全英アマチュアゴルフ選手権

THE R＆Aが主催する、1885年を第1回とす
る男子アマチュアゴルフ最高峰の大会。
“ザ・アマチュア”とも呼ばれ、大会優勝者には
翌月開催の全英オープンゴルフ選手権、翌年
開催のマスターズ・トーナメントと全米オープン
ゴルフ選手権への出場権が与えられます。毎年
6月に開催され、今年で127回を迎える全英ア
マチュアゴルフ選手権はロイヤルリザム＆セン
トアンズ ゴルフクラブとセントアンズ オールド
リンクス ゴルフクラブの２つのコースで開催さ
れます。

全英女子アマチュアゴルフ選手権

1893年に英国の女子ゴルフ協会により創設
された英国で実施される女子ゴルフの大会。
現在はTHE R＆Aが主催し、優勝者には8月
開催のAIG全英女子オープンゴルフ選手権を
はじめ、全米女子オープン選手権、アムンディ・
エビアン・チャンピオンシップ、オーガスタナ
ショナル女子アマチュアゴルフ選手権への出場
権が与えられます。119回目となる今年の大
会は、イングランド中部東海岸、ノーフォークに
位置する1891年設立のハンスタントン ゴルフ
クラブで開催されます。

優勝者はTHE R&A主催の英国選手権へ
The winners qualify for the British Championships staged by the R&A. 



出場選手

隅内 雅人 Sumiuchi Masato

水戸啓明高等学校 ３年
藤井 太己 Fujii Taiki

長崎日本大学高等学校 ２年

佐藤 快斗 Sato Kaito

埼玉栄高等学校 ２年
細谷 幹 Hosoya Motoki

日本ウェルネス高等学校 ３年

仲間 遼真 Nakama Ryoma

滝川第二高等学校 ３年
髙田 圭一郎 Takata Keiichiro

岡山県作陽高等学校 2年

黒田 裕稀 Kuroda Yuma

滝川第二高等学校 ３年
本 大志 Moto Taishi

目黒日本大学高等学校 ２年

小林 翔音 Kobayashi Shoon

西武台千葉高等学校 ２年
進藤 太雅 Shindo Taiga

日ノ本学園高等学校 １年

藤原 遼生 Fujiwara toi

三重高等学校 １年
小原 力 Ohara Riki

ｾﾝﾄ・ﾒﾘｰｽﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｽｸｰﾙ 3年

男子出場選手
Boy’s Players in 2022

女子出場選手
Girl’s Players in 2022

德永 歩 Tokunaga Ayumi

ECC学園高等学校 ２年
與語 優奈 Yogo Yuina

ECC学園高等学校 ３年

荒木 優奈 Araki Yuna

日章学園高等学校 ２年
馬場 咲希 Baba Saki

日本ウェルネス高等学校 2年

手塚 彩馨 Tezuka Ayaka

佐久長聖高等学校 ２年
山下 アミ Yamashita Ami

滝川第二高等学校 ３年

山本 瑠奈 Yamamoto Runa

津田学園高等学校 ３年
川端 悠衣 Kawabata Yui

広島国際学院高等学校 ３年

藤本 愛菜 Fujimoto Aina

沖学園高等学校 １年
木ノ下 美宇 Kinoshita Miu

名古屋インターナショナルスクール１年

井ノ下 愛華 Inoshita Aika

沖学園高等学校 １年
森 愉生 Mori Yui

岡山理科大学附属高等学校 ３年

2022年4月１３日現在の出場資格者です。
都合により出場者が変更・欠場する場合があります。



ザ・ロイヤル ゴルフクラブについて

＜国内最長となる全長8,143yの美しくも戦略性に富むチャンピオンコース＞
全長8,143ヤードのコースは、最長ホールにおいて705ヤードを有し、各ホールに設けられた
バンカーの深さ、グリーンの形状、フェアウェイのうねり、アンジュレーションなど、すべてにおい
て世界屈指のダイナミックさを備え、国内随一と言える戦略性に富んだ難関コースへと仕上
がっています。プロにとってはモンスターコース、シングルプレイヤーにはタフなラウンドを、ア
ベレージゴルファーには世界基準の体験を。各ホールには5つ以上のティーイングエリアを設置。
チャレンジ意欲を掻き立てる国内屈指のチャンピオンコースになります。

＜これまで国内男子ツアー競技と女子アマ国際大会を開催＞
2018年～19年は男子プロゴルフツアー「～全英への道～ミズノオープン at ザ・ロイヤル ゴ
ルフクラブ」を開催。国内男子ツアー史上初となる8,000ヤードを超えるコースセッティングに
よって大きな注目を浴びました。また、２０１９年にはTHE R&Aが主催する「アジアパシフィッ
ク女子アマチュアゴルフ選手権」を誘致し、アジア太平洋地域のトップ女子アマたちによる可憐
な戦いの舞台となりました。

ザ・ロイヤル ゴルフクラブ
〒３１１-2117 茨城県鉾田市大蔵２００
TEL.0291-39-7511
●総ヤーデージ／ 8,143y
●コースレート ／ 78.4

戦略性に富む、美しいコース。
A challenging and beautiful golf course.

本件に関する問い合わせ先

日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社
ブランディング戦略室 THE ROYAL JUNIOR事務局

担当：小貫（こぬき）
TEL.03-3222-7311 Moｂile.070-2355-2212

Mail. g_ｋonuki@kabaya-ohayo.jp

※大会に関するお問い合わせ、大会当日の取材申込は上記連絡先にお問い合わせください。

mailto:g_Konuki@kabaya-ohayo.jp
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