
ゴルフスコア 100切りをたった短期間で達成す

る 5つのコツ 

 
１００切りはゴルフを始めた人が最初に訪れる関門です。アマチュアゴルファーとし

て、まずは 100を切りたいところではないでしょうか。そして、ライバルに差をつけまし

ょう。 

とはいえ、なかなか切れないのが「100」というスコアです。しかしながら、コツさえつか

んでしまえば、100を切るということは驚くほど簡単になります。 

そこで、このページでは 100 を切るために必要はコツや練習方法を紹介します。100

を切って周りに自慢できるようになりましょう。スコアが１００台とスコアが９０台の人の

スイングにそれほど違いはありません。 

違いがあるのは、戦略性、メンタル、この２つです。今回は１００切りに欠かせないコツ

を紹介します。 

1. 1. スコアで考える 100切りのコツ 

 100を切るということは、具体的にスコアが 

1-1．110前後の方 

コメントの追加 [yn1]: アイキャッチ画像は、フリー素

材や有料のものを使用しましょう。自分で撮影したも

のでは、クオリティが低いからです。 

また、ピンやティーマークがないため、グリーンなの

かティーなのか判断しにくいです。そして、刈ったラ

インが曲がっています。明日にでもこれを刈った人を

クビにしてください。 

コメントの追加 [yn2]: スコア 100 と 90 のスイングの違

いなど誰も来ていません。ここで述べなければいけな

いのは、100 を切るための方法です。 

コメントの追加 [yn3]: 冒頭文章が短く不適切です。送

った冒頭文章の 4つのパターンを見て勉強してくださ

い。 
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どのようになればいいのでしょうか。100切りを達成するためのコツを紹介します。 

1-1．ダボは OKだと考える 110前後の方 

100切りを達成できない方は、ダボは OKだと考えるようにしましょう。なぜなら、18

ホールすべてダブルボギーなら 108になり、です。あと 9打縮めれば 100切りが達

成できるからです。要するに 18ホール中 9ホールはダボ、残りの 9ホールはボギー

以下なら 100切りが達成できます。が可能なのです。 

パーやボギーを取りたい気持ちはわかりますが、無理をして 2オンを狙う方や無茶な

プレーを行う方は多いです。その結果、大たたきをしてしまうケースがよく見られま

す。 

まずは、トリプルボギーを打たないようにしましょう。そうすることで、スコアがまとまる

からです。トリプルボギーを打たずにダボをコンスタントに取り、ボギーやパーを取れ

れば、100を切れます。 

 

ダブルボギー×18ホール＝108 

ボギー×18ホール＝90 

1-2．1ホールで 10近く叩いてしまう場合 

こんなことはありませんか？他のホールは上手くいってるのに、1つや 2つのホール

で 10打近く打ってはいないでしょうか。これでは、スコアがまとまらず 100を切るの

は難しいです。いませんか？それはでは 100切りできません。特に、最初と最後のホ

ールは大たたきしやすいので、無理などせず慎重にプレーしてください。 

また、後半のラウンドの前にお酒を飲む方は多いです。ラウンド中に飲むお酒はとて

もおいしいくて、ついつい飲みすぎてしまいます。 

コメントの追加 [yn4]: ？は極力使わないようにしまし

ょう。文章が幼稚に見えるからです。 



しかし、これが原因で後半のスタートホールを大たたきしてしまう方も少なくありませ

ん。飲みすぎるとスコアが良くならないため、ほどほどにしましょう。 

1-3．ハーフごとで考える 

ラウンドで 100を切るということは、まずはハーフ 50以内を目指しましょう目材ましょ

う。たとえば、PAR72Hの場合、すべてパーでハーフ 36です。そのため、50以内を

目指すのであれば、ハーフ 14オーバー以内を目指しましょう。 

前後半どちらかで 50 を切れれば、もう少しで 100切りが達成できます。たとえ、前半

のスコアが 60近く叩いてしまったとしても、気を落とさず後半で 50切りを目指しまし

ょう。そうすれば、次回のラウンドにつながるからです。 

  

2. スコアを崩してしまう要因を減らす 

100 を切れないゴルファーに共通していることがあります。それは、スコアを崩してし

まう要因があることです。まずは、スコアを崩している原因を知り、それを対処していく

必要があります。みなさんは、１ラウンドでダボ以上を出したホールは何個あります

か？またＯＢ、３パットは何回してますか？面白いデータがあります。 

１ラウンドあたりの平均ＯＢは１．１９ 平均パットは３６．２２ 

みなさんはどうですか？平均より多い方は、ＯＢ、３パットが減るよう努力してくださ

い。逆に平均より少ないのにダボが多い方は、セカンドショット、アプローチが原因で

スコアを崩していることがいえます。 

2-1．OBを減らす 

 

コメントの追加 [yn5]: みなさんって誰のことでしょう

か。あくまでも一人の方を対象としているため「あな

た」です。 

コメントの追加 [yn6]: スコアを崩す要因を減らすとい

うタイトルにもかかわらず、ダボの数を聞くのは論点

がズレています。 

コメントの追加 [yn7]: どこのだれのデータでしょう

か。プロやシングルプレーヤーのデータでは、100 が

切れないゴルファーにたいして参考になりません。 



2-1．OBを減らす 

OBの数を減らすとスコアを縮めることができます。逆を言えば、ラウンド中 3～4回も

OBがあるのでは、なかなか 100 を切ることは難しいです。        

そのため、ラウンド中に OBの数やどのような経緯でなってしまったのかをスコアカー

ドにメモするようにしてください。ラウンド後に、おさらいできるからです。 

たとえば、OBの原因がドライバーだった場合、使う回数を控えるようにしましょう。こ

のように、OBの原因を減らしていくことが、スコアアップの近道です。                                                        

１００切りを目指す上で一番嫌なことはＯＢではないでしょうか。ＯＢのペナルティは一

打罰＋元の場所から打たないといけません。精神的にもキツイですよね。少し思い出

してください。「ここでＯＢは打ちたくない」「ＯＢにいきそうだな」と打つ前にこんなことを

考えていませんか？実はその考えがＯＢの原因になっているのです。 

なぜ考えただけでＯＢになるのか？それは人間には潜在意識があるからです。簡単

に説明すると「～しない」という否定を認識できず「～する」という肯定だと勘違いして

しまうのです。つまり「ＯＢを打ちたくない」が「ＯＢを打つ」という形で潜在意識として残

ってしまうので、結果的にＯＢとなってしまう。これは初心者にとても多いです。 

2-2．アプローチの連打を減らす 

1打目、2打目をいいショットしたのにアプローチでグリーンを行ったり来たり、チョロを

連発、トップをしてＯＢなどの経験はないでしょうか。ありませんか？それらの原因の

多くは、ピン（旗）の狙いすぎです。 

ピンを狙うことにより力が入ってしまったり、ヘッドアップ（顔を上げるのが早いことで起

こるミス）手打ちになったりしてしまいます。ミスに繋がっています。ピンを狙うのでは

なくどこでもいいのでグリーンに乗っける、もしくはグリーンに乗らなくても次のショット

でパターが使えるところまで持っていくことが大事です。 

書式変更: レベル 3, 間隔 段落前 :  24 pt, 段落後 :  12

pt, 罫線 : 下揃え: (細線, ユーザー設定の色

(RGB(119,153,187)),  0.75 pt 線幅, 文字列との間隔 :  8

pt 罫線と文字列との間隔 : ), 左: (細線, ユーザー設定の

色 (RGB(119,153,187)),  4.5 pt 線幅, 文字列との間隔 : 

8 pt 罫線と文字列との間隔 : )
書式変更: フォント : 18 pt, 太字



たとえば、落としどころ（グリーン上の落下地点）を意識するのがお勧めです。プロゴ

ルファーの中には、落としどころしか見ていない方もいます。 

グリーン周りのアプローチでスコアを崩してしまうのはもったいないです。そのため、ア

プローチで連打しないようにしてください。 

2-3．3パットを減らす 

アマチュアゴルファーにとってスコアアップの最善で近道なのはパット数を減らすこと

ですある。スコアの大半を占めるのがパットだからです。たとえば、18ホールすべて

を３パットをしたと仮定すると、場合パットだけで５４打かかります。、つまり、スコアの

半分をパットに使っていることになります。単純に、これらを２パットにするだけで１８打

縮まることになりるのです。１００切りに大きく近づきます。 

54（18ホールすべて 3パット） – 36（18ホールすべて 2パット） = 18（3パットと 2パ

ットのスコア差） 

これからわかるように、3パットを減らすと 100切りに大きく近づきます。つまり、 

このことからゴルフのスコアの大半はパットなのです。 

３パット×１８ホール＝５４打 

２パット×１８ホール＝３６打 

  

2-3-1．3パットの原因と考え方 

（１）ロングパットの大きなショート 

（２）返しのパットのラインが難しい 

アマチュアゴルファーの大半はパットをショートする傾向にあります。そのため、ワー

ストパットを練習するようにしてください。そうすれば、3パットする確率は大きく下がる

のです。 

書式変更: タブ位置:  40.5 字, 右揃え

コメントの追加 [yn8]: ×、=などの前後には半角スペー

スを入れる 

書式変更: 間隔 段落後 :  19.2 pt



たとえば、パットのにはこんな名言にがあります。「カップをオーバーするくらいに強く

打つののは相当勇気を要するが、ロングパットが入るとき、ほとんどの場合強く打ち

すぎたと思うときだ。臆病なパットにはチャンスはない」という言葉があります。 

要ようするに、届かなければ意味は無く、届かなければ入らないため、少しオーバー

するくらいに打つようにしましょう。。 

しかしながら、ファーストパットで決めることは難しいのです。そこで、1打目をカップ

2m以内に寄せるようにしてください。「、入ればラッキー」程度の軽いぐらいな気持ち

で打つとプレッシャーもなく打てるのではないでしょうか。と思います。これを実行すれ

ば 3パットは減るでしょう。 

 

  

3．コースマネジメント 

「ゴルフはマネジメントが大事」と聞いたことはないでしょうすか。？そもそもマネジメン

トとは何か？コースマネジメントとは、簡単に言いますと、「自分の力量、技量を知り、

コメントの追加 [yn9]: 「」を正しく適度に使いましょ

う。 

コメントの追加 [yn10]: あまり思いますは使わない。断

定しましょう。 



そのホールをどうやったら、少ない打数で上がれるかを考えて行動すること」になりま

す。ですから初心者と上級者ではコースの攻め方は違います。 

3-1．無理せずレイアップする（刻む） 

アマチュアゴルファーの多くは、ついつい飛ばしたがります。しかし、あなたの目的は

より遠くに飛ばすことではなく、100切り達成なのではないでｒしょうか。ですよね。たと

えば、ピンまで残り 200ヤードの場合、1打でグリーンオンを目指すために、ここで成

功率の低いフェアウェイウッドを使うのではなく、成功率の高いアイアンで少しずつ前

進することがミスがでにくく、トラブルにもなりにくいです。(成功率とはいいショットがで

る確率、クラブが長いほど低く、クラブが短いほど高くなる。） 

残り 200ヤードと仮定した場合の成功率の高い攻め方は、以下の通りです。 

・3番ウッド（180ヤード） ＋ アプローチ（20ヤード） ＝ 200ヤード 

 

（成功率も低く、左右に曲がりやすいのでトラブルになりやすい） 

・9番アイアン（100ヤード） ＋ 9番アイアン（100ヤード） ＝ 200ヤード 

 

ゴルフは成功率の高いほうを選択していくことで、マネジメントできます。残り 300

ヤードなら 150、150でグリーンオンできます、この考えならミスショットの確率も低く

なり少ない打数であがることが可能です。 

 

あなたも無理をせずレイアップするようにしてください。それが、ゴルフで 100 を切

るための近道です。 

（成功率も高く、トラブルになりにくい） 

3-31-1．ロングホールは 3オンが鉄則 

みなさんはロングホールのセカンドショットは、フェアウェイウッドではなく、アイアンを

使って確実に 3オンを狙うようにしましょう。成功率が高く、大たたきにつながらない

からです。 

書式変更: フォントの色 : 自動

書式変更: インデント : 最初の行 :  1 字

書式変更: インデント : 最初の行 :  1 字, 間隔 段落後 : 

0 pt
書式変更: フォントの色 : 自動
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たとえば、女子プロの場合、3打目を残り 100ヤード残す場合があります。これは、

50ヤードのような中途半端な距離よりも、100ヤードのアプローチウェッジでのフル

スイングのほうがグリーンオンする確率が高いからです。 

つまり、ロングホールの 3打目は、クラブの番手通りの距離でグリーンオンさせるの

が簡単なのです。 

一見、距離が短い 50ヤードのほうが簡単に見えますが、そうではありません。3 番

ウッドや 5番ウッドを使っていませんか？残りの距離が長いと使いたい気持ちはよく

わかりますが、その選択はミスショットになる確率が高くなり、3オンできる確率も下が

ります。 

したがって、なのでアイアンで刻むことが大事です。無理せず女子プロのように、確実

に 3オンさせて PAR を狙いましょう。残り 300ヤードなら 150、150でグリーンオンで

きます、この考えならミスショットの確率も低くなり少ない打数であがることが可能で

す。 

 

3-1-1．女性ゴルファーでも 100を切れる訳 

女性のドライバーの平均飛距離は 175ヤード、男性の場合は 230ヤードです。約

50ヤードの差があるのにどおして 100が切れるのか？ 

それは飛ばないし、曲がらないからではありません。女性は男性に比べ力がありませ

ん、一回のミスで大たたきにつながります。力がないのでミスを挽回することが容易で

ありません。 

なので自分の、できることしかできませんがその結果スコアがまとまり 100切りにつ

ながっているといえます。 

3-2．ドライバーを使えばいいわけではない 

アマチュアゴルファーは、ティーショットでを必ずドライバーで打つ人が多いいです。 



ただ、ドライバーを使ったがために、OBなどのミスにつながっているケースはよく見ら

れます。ドライバーを使わなくても、フェアウェイウッドなどを効率よく利用して、ミスが

出ないクラブ選択をするようにしてください。なぜドライバーを使うのですか？必ず使

用するルールがあるわけでも。100切りに必要なのは飛距離ではありません。飛距

離を落としでも、ＯＢになりにくい、ミスが出にくいクラブ選択することがスコアアップに

つながりま 

3-2-1．必ずドライバーを使っているプロはいない 

プロはドライバーを使うイメージが強いと思いますが、実際半分くらいしか使っていま

せん。プロでもドライバーはミスにつながる可能性があるからです。特に、フェアウェイ

が狭いホールなどでは、ドライバーを使いません。 

つまり、それはなぜか？セカンドショットが正確にグリーンを狙える位置にあれば、テ

ィーショットのクラブは何でも良いのです。、また、プロや上級者の場合、ロングホール

であったとしても、必ずドライバーを使うわけではありません。 

成功率の高いクラブを選択して、確実に攻めるようにしてください。残りの距離が自分

の得意クラブになるようにティーショットをしています。なのでプロはドライバーより 3

番ウッドやユーティリティ、アイアンでティーショットをすることが多いです。 

3-3．女性ゴルファーでも 100を切れる訳 

飛距離が無くても 100を切れることは、女性ゴルファーが証明しています。女性のド

ライバーの平均飛距離は 175ヤードだからです。一方、男性の場合は、230ヤード

です。飛距離が無くても OBなどのミスがなければ、スコアにつながります。 

無理をせずに、確実にスコアを減らしましょうしょう。 

 

3-3．ロングホールは 3オンが鉄則 

みなさんはロングホールのセカンドショットは、3番ウッドや 5番ウッドを使っていませ

んか？残りの距離が長いと使いたい気持ちはよくわかりますが、その選択はミスショ

ットになる確率が高くなり、3オンできる確率も下がります。 

コメントの追加 [yn11]: ラクスクラインではないので、

論理的に説得する必要があります。 

 

 



なのでアイアンで刻むことが大事です。残り 300ヤードなら 150、150でグリーンオン

できます、この考えならミスショットの確率も低くなり少ない打数であがることが可能で

す。 

  

4．短期間 100切り目指す練習方法 

アマチュアゴルファーの多くは、何も考えずに練習する方が多いです。しかしながら、

それでは、効率よく練習できていません。そのため、上達するのに時間がかかってし

まいます。 

 

みなさんは練習する際、時なにを考えながら練習していますでしょうか。？このとき、

ショットの良し悪しだけを気にするのはいけません。ではないですか？練習のポイント

を押さえて効率よく練習しなければ、それではお金と時間がもったいありません。の無

駄です。そこで、これから 100切りを達成する為の効率の良い練習方法や秘訣を紹

介します。私はこれで 100切りを通り越して 90切りを成功させました。 

4-1．パター 

先ほど述べたように、パターはラウンド中一番使うクラブです。パターはスコアを決め

る重要なものと言っても過言ではありません。パターが上達すれば 10打は簡単に縮

められることでしょう。 

そのため、パターを効率よく練習しましょう。それがスコアアップの最大の近道です。 

4-1-1.パターのアドレス 

前傾姿勢のとり方。基本として背中は丸めない。前傾姿勢をとる際に、股関節から上

半身を前傾させることです。お尻を少し突き出すイメージです。その際膝を少し曲げま

す。 コメントの追加 [yn12]: 練習方法を紹介するため、パタ

ーのフォームの話をするのはズレています。 



腕を肩から垂らす。前傾姿勢をとったら、腕をぶらんとさせてください。次にパターの

握りを作ってください、その位置が自分にとってのベストポジションです。 

スタンス幅。パターのスタンス幅はストロークのしやすさ、下半身の安定する幅を自分

で色々試して決めてください。 

目とボールの位置。パターを構えて、ボールを見た際に、目の真下にあるのが理想

的です。ボールの位置はスタンスの真ん中より少し左に置くとストロークがしやすいで

す。 

4-1-2．パターの打ち方 

パターを打つ際にやってはいけない事は、手や腕だけで打つ手打ち、下半身が動く、

前傾姿勢を変える、この 3つはやらないよう注意してください。狙ったところにいかな

い、距離のばらつきの原因になります。 

ではどのように打つのか？一般的には両肩を振り子のようにして打つショルダースト

ロークです。両肩と手を結んだ三角形を崩さないようにし、なるべくテークバックは小さ

くしてくだい。そうすればパターの芯に当たる確率もあがり、ストロークも安定します。 

4-1-1-3．パットの距離感を補うどんどん上達する練習方法 

3パットを減らすためには、ファーストパットの距離感をつかむ必要があります。あな

たも、なかなかファーストパットがカップに近づかなくて悩んでいるのではないでしょう

か。 

そこで、最初の練習方法はラウンド前の練習グリーンで、構えたらボールではなくカッ

プ、もしくは目標見ながらパットをするようにしてください。練習です。この練習で距離

感養うことができます。 

たと例えば、ゴミをゴミ箱に投げる際、。この際目標ゴミ箱を見て投げたほうが正確に

投げられるはずです。と思います。一方、しかしゴルフはボールを見て打ちます。その

ため、打つという行為に集中させられ、大事な距離感を忘れてしまうのですいがちで

す。 

パッティングで距離感が合わない方には、を間違えるミスが多い人には効果的な練習

方法です。 

4-1-2．パターマットを使った自宅での練習方法 



書いてください。 

次にバックストローク（バックスイング）をしない練習です。これのメリットはプッシュア

ウトや引っ掛けを予防することができると同時に体の使い方も覚えることができます。 

やり方は言葉の通りバックストローク（バックスイング）をしません。構えたらそのまま

ボールをフェースでカップに向かって押し出すように打ちます。この際少し難しいと思

いますが、手打ちではなく体で打つようにしてください。 

4-2．アプローチ 

スコアメイクは、「アプローチ」というように、グリーン周りでミスをしなければスコアアッ

プにつながります。はパターの次によく使うクラブです。しかしながら、アプローチを苦

手にしている人も多いのではないでしょうか。と思います。アプローチは覚えてしまえ

ば、とても簡単なため、ここでは効率の良い練習方法を紹介します。そんな人は間違

った構え方や練習方法していることが多いです。そこで基本となる構え方とおススメの

練習方法を紹介します。 

4-2-1. アプローチの構え方 

スタンス幅は狭く。アプローチが苦手な人ほどスタンス幅が広い傾向にありますが、ス

タンスが広いとダフリやトップが出やすくなるのでスタンスは狭く取りましょう。どれくら

い狭くすればいいか？両足の間にこぶしが 1個か 2個入る程度がベストです。 

体重は左足にかける。アプローチでは体重移動をしなくてもボールが打てます。スイ

ングが小さい分、体重移動をして打とうとするとスイングが安定しませんので、あらか

じめ左足 8割くらい体重をかけておくことが安定したアプローチショットが打てます。 

グリップを短く持つ。アプローチでダフリ、トップが多い人ほどグリップを長く持つ傾向

があります。それではボールを上手くコントロールできませんのでグリップは右手がシ

ャフトにギリギリかからない程度まで短く握るようにしてください。 

ハンドファーストに構える。グリップはボールの前に来るイメージです。グリップエンド

が左ももを指す感じです。 

4-2-2. アプローチの打ち方 

コメントの追加 [yn13]: パターマットを使った練習方法

で 1.5メートル以内のパットの成功率をあげる。 

 

パターでこの距離を自信をもって入れることができる

とスコアにつながるからです。 

 

自信 

 



アプローチではバックスイング、インパクト、フォロースルー時はアドレスの時のように

グリップがクラブヘッドよりも前に来るように意識してください。打つ際は必ず両肩とグ

リップを結んだ三角形を崩さないよう肩を振り子のようにして打つようにしましょう。そ

のほうが、リズムよく振ることができるからです。 

4-2-1-3. 寄せるるアプローチの距離感の練習方法 

アプローチで重要なのは距離感です。残りのピンまでの距離感を正確に打ち分けるこ

とができれば、グリーンオンすることは可能です。また、ワンパット圏内に寄せられれ

ば、パーやボギーを取ることができます。そこで、まずは、練習方法の前に 1つやら

なくてはいけないことがあります。「距離感のマニュアルを作りましょう。る」ことです。 

自分の中で、距離感に応じたふり幅を覚えると良いです。具体「膝から膝まではどのく

らいか」的には「腰から腰までのスイングでどのくらい飛ぶのか？」「肩から肩までどの

くらいか？」、「膝から膝まではどのくらいか？」を練習場で確認するようにっしましょ

う。自分自身の基準のマニュアルを作ることでアプローチの精度はものすごくが上が

ります。 

4-2-2．練習場の距離感の練習方法 

打ちっぱなしなどの練習であったとしても、短い距離間の練習方法は可能です。フル

スイングばかりではなく、短い距離を練習するようにしてください。このとき、距離感を

身につける練習。距離感を養う練習です。必ず、始めに目標を決めてください。ます。

練習場の場合、なら 30ヤードもしくは 50ヤードの看板などの目標物があるはずで

す。、そこに向かってふり幅を変えながら距離感を打ち分けるようにしてください。 

 

そして、それ慣れたら、10ヤード短い距離や遠いところを狙ってみましょう。最終的に

は、「10」「20」「30」「40」「50」「60」を打ち分けられるようになれば、あなたのスコアは

劇的にアップするはずです。 

 

短い距離を制して、100切りを達成させましょう。打ち、次にその球を超える距離を打

ち、これを目標の場所までどれくらい多く（細かい距離）打ち分けられるかゲーム感覚

でできる練習です。ミスショットしたり、超えなかった場合は最初からやり直しです。 

慣れてきたら、目標まできたら今度は最初の 10ヤードまで同じ要領でもどる練習もし

てみてください。 

コメントの追加 [yn14]: 順番に気を付けるようにしまし

ょう。 

 

膝、腰、肩です。 

書式変更: 間隔 段落後 :  0 pt



次にティーアップした球を打つ。アプローチの距離を安定させるには、芯で打つことが

大事です。その練習として低めにティーアップした球を打つ練習が効果的、最初はテ

ィーを打ったり、うまく飛ばないなど意外と難しいです。コツは軸を動かさない、左足体

重、ハンドファーストで打つと上手くいくはずです。 

4-3．フェアウェイウッド 

フェアウェイウッドが当たるようになれば、ゴルフはものすごく簡単になります。ロング

ホールの 2打目やティーショットなどでも使えるからです。ロングホールでドライバー

をナイスショット、しかしセカンドをフェアウェイウッドでミスショットなんて経験はないで

すか？また、フェアウェイウッドは、アイアンに比べてソールが広いため、練習すれば

そのミスがトラウマでフェアウェイウッドを使っていない人もいると思います。そこで誰

でもフェアウェイマスターになれるコツと練習を紹介します。 

4-3-1. 芯を捕らえる打ち方 

フェアウェイウッドとアイアンのアドレスの違いはボールとの距離です。このボールと

の距離を間違えて構えてしまうと、正しいスイングができなくなります。 

クラブフェースをボールに合わせる、体とクラブの距離を決める、スタンスを決める、

グリップを握る、この順番でアドレスを取るとしっかり構えることができます。慣れるま

で毎回確認しながらアドレスを作りましょう。 

バックスイングはクラブを持ち上げるのではなく、低く長く引くイメージ。この時左肩が

極端に下がる人がいるので、そういう人は手の高さをアドレス時とかはらないように上

げると良いでしょう。 

ダウンスイング～インパクト。上から打ち込むのではなく、ボールの横を払い打つよう

なイメージ。ボールを上げたい気持ちを抑えて、クラブを滑らせるようなイメージでも良

いです。 

フォロースルーではクラブを低く出すイメージ。クラブを振り上げないようにしましょう。

上手くいかない人は右の手の平（レフティーの人は、左の手の平）を目標に向かって

押し出すイメージ。 

4-3-12. フェアウェイウッドをマスターにすなる練習方法 

フェアウェイウッドを練習する際は、ティーアップしてから打つようにしましょう。打つ。

最初からティーアップなしで練習するのは、難しいからです。ドライバーのときに使う



長いティーではなく、低いティーを使用します。そして、慣れるまではハーフスイングで

体の使い方を覚えましょう。これは体の動きも覚えられ、ダフリなどのミスにも有効な

練習です。 

 

また、ハーフスイングで当たらなければフルショットが成功するのは難しいです。その

ため、まずはハーフスイングで練習するようにしてください。 

 

低く出す練習。始めにターゲットを決めます。次にボールから 1ヤード先に目印を決

めます。打つ際はその目印に向かってクラブを押し出す。チョロやヘッドアップ防止の

練習です。 

5．スコア別 100切り練習方法 

効率よくスコアをアップさせるには、スコアごと適している練習方法を行いましょう。効

率よくスコアアップできるからです。 

以下では、スコアごとの練習方法を順番に紹介します。 

しているのにスコアが縮まらないと嘆いてる人もいるはずです。そういう人の共通する

過ちがあります。「練習する順番が間違っている」ということに尽きる。ゴルフを始めた

人がドライバーの快打を目指して練習に励んでも、その練習はスコアアップのために

はまったくの役にもたたない。ではどういう順番でやるべきかを知りましょう。 

5-1．平均スコア 110前後 

あと少しスコアを伸ばすことができれば、100 を切ることが可能です。そのため、100

ヤード以内のアプローチを練習するとスコアアップにつながります。また、パターに練

習するようにしてください。 

 

アプローチとパターを練習して、今度こそ 100切りを達成させましょうショットがとにか

くグリーンに乗る練習をするのがベストです。ピンに寄せる練習は必要ありません。グ



リーンに乗るだけで余計な打数を減らせます。「寄るアプローチの練習方法」を参考に

してください。 

5-2．平均スコア 120前後 

なかなか思い通りにクラブに当たらず悩んでいるのではないでしょうか。そのため、こ

のレベルのプレイヤーは、まずクラブに慣れることが大事です。特に 7番アイアン以

下のクラブが 6～7割当たるように練習しましょう。そうすれば、それはフェアウェイで

のダフリ、チョロで余計な打数を減らせます。すためです。正確な距離はまだ必要で

はありません。 

5-3．平均スコア 130前後 

ゴルフを始めた方は、まずは、平均スコア 130以上の方は、クラブにボールがしっか

り当てることが大事です。ハーフショットや足をそろえて打つ練習がお勧めです。フル

スイングばかりを練習するのではなく、これらの練習方法を行うのが適切になり、効

率よく上達できます。9番アイアンを練習してから 7番アイアンなどを打つようにしてく

ださい。おそらく空振りやチョロのミスがまだまだ多いでしょう。 

そこでおススメの練習は足を揃えてハーフショットです。クラブの番手は 6～9でこれ

を行い、体の動かし方を覚えましょう。 

まとめ 

ここまで、100切りに大切なコツを紹介してきました。いかがでしたか？ゴルフを始め

た人が最初に訪れる関門になります。また、アマチュアゴルファーのほとんどが 100

切りを達成できないことを考えれば、100が切れれば上級者の仲間入りです。 

ただ、なかなか練習してもスコアが上がらないと、「上手くなっているのか」「センスが

ない」と思う方もいます。しかし、ゴルフはセンスではなく、いかに練習するかでスコア

が変わるスポーツです。 

ここで紹介したコツや練習方法をしっかり行い、100切りを達成させましょう。そして、

楽しくゴルフを行いましょう。 



であり、上級者の人も通ってきた道です。この記事の「ゴルフスコア 100切りをたった

短期間で達成する 5つのコツ」で紹介した構え方、練習方法を繰り返し行うことが大

事です。 

ときには 、上手くなっているのか、センスがないと思うことがあります。ゴルフはセン

スではなく、いかに練習するかでスコアが変わるスポーツです。練習したものが勝者

しないものは敗者になります。ですのでこの記事を読んで 100切り達成のために練

習してください。また壁に当たったときはこの記事を再度読み直して前に進んでくれる

と幸いです。 

 


