
ゴルフを劇的に上達させる練習方法 

 
練習場または自宅での練習方法は何ですか？特にない人、何をしたらいいかわから

ない人も多いのではないでしょうか。ないですか。 

ゴルフは、練習方法やコツによって劇的に上達します。 

たった 1年でスコアが 100を切れる方とそうではない方がいるのは、それが理由だ

からです。 

ただ、今では無数にある練習方法の中で、「どれをやったら上達するかわからない」

人「、自分のレベルに合った練習がしたい」と思う方もいるのではないでしょうか。 

そこでこのページでは、そんな人ゴルフが劇的に上達するのために紹介する練習や

コツをお伝えがありします。これを実行すればゴルフは劇的に上達するはずです。 

友人やゴルフ友達に上達したあなたを見せつけてあげましょう。 

1．ゴルフを上達させる素振りの練習法 

「ゴルフの上達」にはボールをたくさん打ってもスイングはよくならない。上達の近道に

は素振りが効果的です。「ゴルフの上達」にはボールをたくさん打ってもスイングはよく

ならないからです。なぜならボールはを打てば打った直後に結果が見えるため、スイ
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ングを良くすることよりも、ボールをちゃんと打ちたいことに意識が集中してしまうから

です。 

そのため、スイング重視よりも目先のボールの行く末という結果重視になってしまいま

す。練習場で見かけるアマチュアゴルファーのほとんどがこれです。その日のボール

の結果しか気にしていません。 

これでは、いくら練習してもなかなか上達することは難しいです。 

また、悪いスイングでボールを打つと良くないフォーム悪いスイングが定着（癖にな

る）して上達の妨げになるため、スイングだけに集中できる素振りのほうが効果的で

す。 

正しいスイングができれば、ミート率が上がるため、良いフォームを意識してください。

そのためにも、ボールを打つだけではなく、素振りが効果的なのです。 

また、素振りであれば自宅でも行えるため、むやみやたらに練習場に行くのではなく、

自宅で練習した上で、定期的に打ちっぱなしに行くようにしましょう。しかし練習場のと

きだけ素振りをしても意味がありません。 

ただ、スイングを身につけるには、継続が毎日やる重要です。 

必要があります。たとえば、野球選手はが毎日素振りを行いしてスイングを作ります。

るようにゴルフにもこれが当てはまるのです。毎日素振りをしてスイングを作ること

が、上達の近道になります。です。それでは、効果的な素振りの練習方法を紹介しま

す。 

1-1．鏡の前で素振りでスイングチェック 

自宅でもできる練習方法の中で、素振りをやってる人、これから素振りを毎日やる人

は、鏡の前での素振りはが効果的です。 

なぜなら、素振りだけだと自分のスイングのが確認ができないからです。ず、自分の

欠点がわからないとなかなか上達するのは難しいです。そのため、鏡でスイングを確
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認しましょう。が、鏡の前であれば、すと、その場で自分の欠点が確認でき、直すこと

ができます。 

このとき、ただ単にスイングをするのではなく、ゆっくりスローモーションで正しいフォー

ムを確認しましょう。最初からフルスイングを修正するのは難しいため、るからです。 

まずはゆっくり素振りをして正しいフォームを体に覚えさせましょう。 

慣れてきたらスイングスピードをあげるようにしてください。 

そして、そこで鏡の前でスイングにおける以下の 76つのポイントを 1つずつ確認しな

がら素振りをやると、なお効果的です。 

アドレス 

「テークバック 

」「トップ 

」「切り返し 

」「インパクト 

」「フォロー 

」「フィニッシュ」を 1つ 1つ確認しながら素振りをやると、なお効果的です。 

これらのポイントを押さえて、鏡の前でスイングの一連の動きをマスターしましょう。 

1-2．タオル素振りでヘッドを走らせる 

練習場に行かなくても、上達できる練習があります。それはタオル素振りです。タオル

はクラブとは違い軽くて柔らかいので、余計な力が入るとスムーズに振ることが出来
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ません。ので、そのため、タオル素振りを継続的に行えば、力みのないスイングがで

きます。 

プロのスイングなどを見てみると、ゴルフは力を入れているように見えまずが、そうで

はありません。力を入れると筋肉は速く動くことができないのです。実際、プロの多く

がフォローで腕が伸びきっています。力を入れるとフォローで腕が伸びないからです。 

そのため、タオル素振りを効果的に行い、力みのないスイングを練習しましょう。 

タオル素振りのポイントは、フォローで「音」がすることです。力みのないスイングをす

れば、フォローで音が聞こえます。フォローで音が聞こえれば、スイングの力をボール

に伝えることができるので、飛距離アップにもつながります。 

以下は石川遼選手のフォローですが、腕が伸びきっているのがわかります。 

 

出典：GOLF Partner.com トッププロのスイングに学べ!! 石川 遼 

http://www.golfpartner.co.jp/html/gpcom/GEAR/GW110330S/GW110330S.html

#images/proswing_9.jpg 

 

タオル素振りは、自宅でも出来る練習です。、力みのないスイングが習得できるため、

今日から行いましょう。のでおススメです。 

書式変更: 中央揃え

書式変更: 右揃え
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1-3．ヘッドスピードがアップする素振りの練習方法 

ヘッドスピードアップには、素振りが効果的になります。力みのないスイングができる

からです。このとき、ヘッドスピードを上げるには重くて硬いもの（バットまたはクラブ 2

本）と軽くて柔らかいもの（水道のホースまたはシャフトの柔らかい練習器具）を交互

に振るとヘッドスピードがあがり、飛距離が伸びます。る。重いものと軽いものを交互

（重いもの 10回の後 + 軽いもの 10回を 3～5セット）に振ることで、最大筋力(筋肉

が発揮できる限界の力）が上がるからです。また、軽いものを振ることによって、ドライ

バーのように早い動きを筋肉に覚えさせることができます。もできる。 

実際、100mの短距離選手などは、早い動きを筋肉に覚えさせるため、急な下り坂を

走ったり、ヒモで引っ張ってもらったりします。 

1-3-1．最大筋力が上がると飛距離が上がる 

最大筋力がアップすると、飛距離が上がるのはもちろんのこと、スイングが安定しま

す。楽にスイングしても飛距離が伸びるからです。 

たとえば、力いっぱいスイングした場合のてヘッドスピードが 40m/sだと仮定します。

これが、練習により筋力アップで 45m/s以上のスピードになれば、楽にスイングして

も 40m/s以上のスピードが出せるようになるのです。、マン振りフルスイングしなくて

も飛距離が伸びるため、ミート率も上がります。 

最大筋力を上げ、ヘッドスピードアップそして飛距離アップをしましょう。 

2．ゴルフを上達させる効率良い練習方法 

効率よく上達練習させるためにしたい人は、パターとアプローチそしてユーティリティを

優先的に練習すると、すれば上達がは早くなります。いです。パターとアプローチはラ

ウンドで使用する頻度が高いからです。またユーティリティはウッドより曲がりにくく、

アイアンより飛びます。そのため、簡単に飛距離を飛ばすことができるのです。ぶため

です。 
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具体的には、実際に、パターは毎ホール使用する重要なクラブです。「パター」パッテ

ィングの良し悪しでスコアが大きく変わります。「アプローチ」が上達すると、パターの

回数を減らすことができます。は色々なミスが出やすいです。そのため、アプローチを

練習することによって、スコアアップにつながるのです。 

そして、「ユーティリティ」は狭いホールのティーショットやロングホールのセカンドで

OBを打ちたくないときに有効です。また、難しいロングアイアンを使わなくてもユーテ

ィリティを使うことで、それをカバーできます。 

ようするに、この 3つを優先的に練習すれば、上達は早くなります。それでは、順番に

お伝えしていきます。 

2-1．パッティングが上達する練習方法 

パターは、クラブの中で 1番使用するクラブになり、スコアを決める重要なものです。

パターが上達すればスコアは簡単に縮めることができます。そのため、できるだけな

ので頻繁に毎日練習しましょう。する必要があります。パターは、クラブの中で 1番使

用するクラブです。パターが上達すればスコアは簡単に縮めることができます。また

パターは感覚的な要素もあるので、毎日の練習で感覚を養う必要があるからです。 

2-1-1．パターマットでパッティングを上達させる 

そこでパターの練習には、パターマットがおすすめです。手ごろな値段で手に入り、自

宅でも練習できます。を買いましょう。 

そこで、おすすめなのが以下のパターマットです。 

白線があるため、そこを通るイメージで練習すると曲がらずまっすぐパッティングでき

ます。また、カップの大きさも通常のものよりも狭いです。そのため、これが入れば、

実際のカップも入る確率は高くなります。 
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パッティングは、1.5mや 2mが入ると自信がでます。したがって、この距離を自信を

もって入れられるように日々練習しましょう。パターが入れば、ゴルフは劇的に上達し

ます。 

ただし、継続が重要になるため、毎日 15分でも練習するようにしてください。パターマ

ットの上に割り箸やストローで仮想のレーンを作り、そこを通す練習をしましょう。最初

はその幅を広めで行い、慣れてきたら徐々に狭くしていき、最終的にはボールが 1個

分通るまで狭くしましょう。これはインパクト時のフェースのブレを無くすこと、そしてイ

メージしたラインに確実に打ち出す練習になります。またカップを通常の半分の大きさ

のものを使っての練習も効果的です。 

毎日練習をして感覚を磨きましょう。 

2-2．アプローチが上達する練習方法 

 

出典：ワッグルオンライン 宮本勝昌のアプローチレッスンアプローチの距離感づくり

テク 

アプローチの基本は、ビジネスゾーンと呼ばれるエリアが重要になります。これは、時

計の針でいう 9時と 3時の間のスイング幅のことです。このエリアがお金を生み出す

ことから、そう呼ばれています。腰から腰のスイング（ハーフスイング）です。 

http://column.sp.golf.findfriends.jp/?pid=column_detail&id=001-20150201-113
http://column.sp.golf.findfriends.jp/?pid=column_detail&id=001-20150201-113


そのため、あなたがハーフこのスイング幅で自分がどれだけ飛ぶのかを確認しましょ

う。それをして、体に覚えさせることで、ラウンド中、アプローチの距離がイメージしや

すくなるからです。 

たとえば、この距離が 30ヤードだと仮定します。このとき、残りの距離が 40ヤードの

場合、このスイング幅を少し大きくしましょう。反対に、残り 20ヤードの場合は、この

ふり幅よりも少し狭くしましょう。 

ため、ハーフスイングで練習するべきである。 

基準となる自分の距離感の作り方として、ハーフスイングで「30ヤード」飛ぶと仮定し

てハーフスイングの半分で「15ヤード」というように振り幅と距離を体で覚えることで、

グリーンに乗る確率があがります。るので、そのため、このビジネスゾーンのハーフス

イングを練習しましょう。 

  

 

2-3．ユーティリティが上達する練習方法 

コースで残り 170ヤード以上の場合、フェアウェイウッドや 5番以上のロングアイアン

のショットが必要になります。しかし、「フェアウェイウッドが上手く当たらない」、当たっ

ても大きく曲がってしまうなど、フェアウェイウッドで悩んでいるのではないでしょうか。

「5番アイアン以上のロングアイアンがうまく当たらない」と悩んでいるのではないでし

ょうか。 

そこで、ユーティリティを練習しましょう。 

なぜならユーティリティの特徴として、FW より少し距離は落ちるが曲がりにくく、ラフで

も使用できるからです。また、アイアンのように振れるため、FW より使いやすいです。

からです。実際に、また女子プロもゴルファーの多くの選手は、5番ウッドやロングア

イアンではなく、を抜いて、ユーティリティを入れてる選手もいます。 



2-3-1．ユーティリティ上達のコツ 

ユーティリティをものにするには、ハーフスイングで芯に当たる感覚を覚えましょう。ハ

ーフスイングが当たらなければ、フルスイングも当たらないからです。ハーフスイング

に慣れてきたら、スイング幅を少しずつあげて、最終的にはフルスイングしても 7割

当たるまで練習しましょう。 

ユーティリティは色々な場面で使うことができる、万能なクラブです。ユーティリティが

使いこなせれば、ロングアイアンが不要になり、ゴルフが楽になります。 

2-4.フェアウェイウッドが上達する練習方法 

ｐフェアウェイウッドはダウンブロー（上からボールを打つ）で打ちましょう。右肩を下げ

ないように打つ 

ｒボールを上げたい、飛ばしたいと思うほど、右肩は下がり、ダフる原因になるから 

e右肩を下げないように打つましょう。右肩を下げないようにする練習 

pダフらず芯にあたる 

2-5.ドライバーが上達する練習方法 

p ドライバーの上達には、ボディーターンを練習する 

r腕や手首は繊細な動きができてしまう手先で合わせるスイングだと、一時は上手く

いくが長続きしないが、ボディーターンは体の全体でスイングするので、ブレることが

少なく、再現性の高いスイングができる 

eボディーターンの説明、ドライバーでの練習（トップでできた両腕の形を崩さずボー

ルを捉える） 

p方向性が良くなり、再現性高いスイングができる 
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3．練習場では目標を狙って練習する 

p練習で目標を狙う練習をしましょう 

r ラウンド中は常に目標を決めてショットしているから 

e足元にクラブを置き、目標にしっかり構えられるようにする 

p練習すればラウンド中目標に打てるようになる 

3-1．1球ずつ目標を変えて練習をする 

練習場で効果のある練習は、目標を 1球ずつ変える練習です。 

同じクラブを練習すれば当然徐々に当たるようになります。しかし、実際にコースでは

同じ番手を何度も打つことはありません。そのため、実践を想定した練習が必要なの

です。 

そこで、1球ずつ目標を変えて打つ練習をしましょう。 

また、毎回同じ目標で打っていると、体が動いて、目標がズレていることに気づきませ

ん。かずいいスイングをしているのに、スイングが悪いと勘違いしてまうので、1球ず

つ目標を変えて練習するべきである。また、1球ずつクラブを変えての練習も効果的

です。 

たとえば、目標を、「中央」「右」「左」と 1球ずつ変えて打つ練習を繰り返し行うのが効

果的です。。上手く目標に向くことができない人は、足元にクラブを置き自分が目標を

向いているか確認しましょう。 

また、実際に後ろからどこを狙っているのかを確認すると良いです。多くの方が自分

が狙っているところと体やクラブの向きが違っています。目標に向かって打っていると

思っていても、後ろから確認するとズレていることがほとんどなのです。 

コメントの追加 [yn15]: この文章読んでみてください。
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それでは、いくら狙っても目標に向かってボールを飛ばすことは難しいです。 

この練習はラウンド中、グリーンを狙うときに活きてくる練習になります。ですので、面

倒ですが 1球ずつ目標を変えてコースを想定した練習をしましょう。 

3-1-1. 実際に打つ番手の順番で 1球ずつ打つ練習をす

る 

p仮想のコースをイメージして打つ 

r練習でできれば、本番も 7割は成功する 

e ドライバーから打つ～ 

p ここぞのときいいショットがうてる 

3-2.10～30ヤードの練習をする 

p ライの状態でクラブを変える 

rSWだけだと対応が難しい 

eパター、SW、PWか 9番での打ち方 

pチップイン、よせワンが増える 

3-2-1.30～60ヤードの練習をする 

p SWのふり幅を変えて打つ 



r 1つのクラブで距離を覚えたほうが楽だから 

e入るまで帰れません 

p寄せに強くなる 

3-2-2．50～100ヤードの練習する 

曖昧な距離はミスも出やすく、距離も合わせるのが難しいです。スイング幅がハーフ

スイングとフルスイングの中間にあるため、手打ちやインパクトで緩み「ダフリ」「トッ

プ」「チョロ」のミスが出やすいからです。 

そこで、振り幅で距離を決める練習をしましょう。使うクラブは SW（サンドウェッ

ジ）,AW（）,PW（）の 3つがおすすめです。それぞれ、自分の中で距離感に応じてスイ

ング幅を覚えると良いです。 

たとえば、先ほどのように 9時から 3時までの SWのスイングが 

また覚えられない人は、メモを取るようにしましょう。これをやれば、曖昧な距離に強く

なります。 

3-2-3．100ヤードを練習する 

100ヤードは、ラウンド中残りやすい距離です。そのため、ここでグリーンまで 3、4打

かかるといいスコアは望めないため 100ヤードをしっかり練習しましょう。100ヤード

で 3、4打かかる人の大半は「打ち急ぎ」「力み」「インパクトの緩み」が原因ですので、

練習のときに意識しながらスイングしましょう。 

100ヤードをしっかりグリーンを捉えることができれば、スコアは格段に良くなります。 

3-2-4.150ヤードを練習する 

コメントの追加 [yn17]: 曖昧の距離とは？ 

コメントの追加 [yn18]: 「佐藤が見てもわかる」を目標

にコンテンツを作成しましょう。 

コメントの追加 [yn19]: 100 ヤードを練習しましょう。

ラウンド中残りやすい距離だからです。100 ヤード以

内に 3.4 打かかる場合、、、、 

 

ファックです。 

 

ズレている意味わかりますか？ 

 

100 ヤードが残るから 100 ヤードを練習しよう。その

ため、フルショットで 100 ヤードを打てるクラブを用

意してください。 

が正解です。 

 

100 ヤード以内の話が前述でしているため、ここでは

不要です。 

 

 



p150ヤードが打てればゴルフが楽になる。 

r残り 300 を無理にウッドで打たなくても、150、150で楽にグリーンにのる 

e練習方法 

pスコアがよくなる 

4.コースを想定した傾斜のショットの練習方法 

p本番でいいいショットをするためには、練習のときコースを想定したショットを練習を

しましょう。そのため、傾斜を想定したショットの練習をしましょう。する 

 

r本番の 1発勝負だと、プレッシャーもかかりミスにつながる、練習をしていれば、練

習通り打てるためナイスショットがうてるコースは練習場のようにフラットな場所から打

つことが少ないからです。 

 

ただし、練習場はフラットな場所になるため、コースのような傾斜を打つことはできま

せんが、それをイメージした練習はできます。 

傾斜でのショットを練習する機会はほとんどないため、日ごろから練習しておくと実際

のコースでナイスショットを打つことができるのです。そこで、ここでは 5つのコースを

想定した練習方法を紹介します。 

アマチュアゴルファーが苦手としているものばかりになるため、これを克服すればゴル

フは上達します。e実際に回ったことのある、コースをイメージしながらうつ 

pナイスショットをするには、コースを想定した練習が効果的です。そして、100切り

90切りを実現させましょう。 



4-1．バンカーを想定した練習方法 

pバンカーがなくても、練習場でバンカーの練習はできる 

r練習場では、狙った位置にヘッドを落とす練習はできる 

e練習方法 

pバンカーがなくても上達する 

4-2．つま先上がりを想定した練習方法 

pつま先上がりは、フックを打つイメージで打つ 

rスタンスよりもボールの位置が高いため、通常のスイングだとダフってしまうから、フ

ックをうつ要領でインサイドアウトにふる 

このとき、スタンスをインサイドアウトに構えるだけで、自然に軌道はインサイドアウト

になります。 

e 高いティーでフックを打つ感覚をみにつける 

p フックが打てればそれほど難しくはない 

4-3．つま先下がりを想定した練習方法 

pつま先下がりは、下半身の安定を意識して上体の前傾角度をキープするとうまくう

てる 

r安定感のない下半身はスイング中上下に動きやすく、ミスショットを誘発するため 



e安定したアドレスの作り方とつま先下がりのポイント（べた足、膝の角度を変えない） 

p下半身が安定すれば正確にインパクトができる 

4-4．左足下がりを想定した練習方法 

pボールを上げたい気持ちを抑えて、低く転がしいくイメージ 

rボールを上げようとすると、左肩があがりダフりやすくなる、フォローはクラブヘッドを

低くとめる、 

e右足の裏にボールを置く練習、左足下がりの注意点 

pポイントを押さえれば、傾斜は簡単 

4-5．左足上がりを想定した練習方法 

p肩のラインを傾斜にあわせると無理なくスイングできボールを正確に打てる 

r上体を右に傾けぎたアドレスはすくい打ちやショートの原因になりやすいので、傾斜

に沿ったアドレスをとる 

e練習場のかごを土台にして練習、または、左足の裏にボールをおく 

p右足を軸にして、スイングする感覚がわかる 

まとめ 

ここまで、上達するための練習方法を紹介してきました。ゴルフの上達の近道は毎日

の練習しかありません。ですのでしかし、間違った方法ではなかなか上達しません。

そのため、この記事で紹介した素振りや練習方法を毎日行えばゴルフは劇的に上達

します。することでしょう。 

コメントの追加 [yn20]: 話ことばです。書き言葉を意識

しましょう。 



ただしかし、なかなか毎日練習するのは難しいかもしれません。できるだけ構いませ

ん。はつらいという人は、1日 10回の素振り、数分のパッティングの練習でもやるの

とやらないのとでは、上達スピードは変わってきます。いいので、やるようにしましょ

う。ゴルフが上達すればよりゴルフが楽しくなります。上達していいスコアでラウンドし

ましょう。 

 


