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タケ小
本誌記 山＆
者
が
見た

今年も数々のドラマを生み出したマスターズ。
その舞台裏とテレビには映らない知られざる一面を、
ツアー解説でもお馴染みのプロゴルファー・タケ小山と、
本誌副編集長のフクダがリポートする。

TVに映らない
マスターズ

スに
美しいコー
感動！
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ンドで も良いね
スタ
観測
点
定
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初めてのマスターズを
リポートします！

ギャラリースタンドは
コース内各所にあります
テレビ中継にはあまり映りま
せんが、コース内にはギャラ
リースタンドが多数設置され
ています。このスタンドから
は15番＆16番が観戦可能。

マスターズは
大人のテーマパークだ！

タケ小山
タケも写真を撮りまくりました！
マスターズの練習日はカメラの持ち込みが可能
で、コースも選手も自由に撮影できます。プロ
顔負けの機材を持ち込んでいる人もいましたよ。

意外にもオーガスタに足を運ぶのは初めてというタケ小山が、
念願叶って実現した初マスターズの感動と発見をリポートする。
そこは“ゴルファーのためのテーマパーク”だった!

アメリカを中心にプロとして活動。帰国後
はトーナメントに参戦しつつ、テレビやラ
ジオなど多方面で活躍中。
入場ゲート前は
パトロンの大行列！

START

朝の入場ゲート前。セキュリ
ティチェックが厳しいことも
あり、時間帯によってはかな
り混雑します。携帯電話や飲
食物は持ち込み不可です。

スプリンクラーヘッドに
ヤード表示が！

無料の写真撮影サービスが嬉しい！

空港レベルの
厳しさだよ

ロゴ
お土 入り
産 カッ
に
も最 プは
適！

水をまいてランを抑える目的
もあるのか、スプリンクラー
ヘッドが多数設置されていま
した。ちゃんと残り距離も表
示されているんですね。

クラブハウス前では無料の記念撮影サービスを
やっています。撮影した画像は、専用WEBサ
イトからダウンロードする仕組みです。

観戦チケットは世界一入手困難です！
マスターズの観戦チケットはその大半がパトロンに割り
当てられ、一般販売される数は極めて少ない。だから、
コース周辺にはいわゆる “ダフ屋” も出没します。
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まず見えてくるのは
ドライビングレンジ

場内の飲食は
とってもリーズナブル

色々
買いました！

サンドイッチやソフトド
リンクが $1.5 〜、ビー
ルが $4 〜と良心的な価
格が嬉しい。売店の数も
多いので、それほど並ば
ずに買えます。
マーチャンダイズショップを発見！
コース内を奥まで進むと、別のゲート
近くにマーチャンダイズショップを発
見！ こちらは割と空いていたので、
ゆっくり買い物ができました。

ショップ前に
長蛇の入場列が！
練習場をすぎて進んでいくと
グッズを販売しているマーチ
ャンダイズショップが見えて
きます。あまりの行列に、買
い物は後回しにすることに。
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ホール造れるほどの
広大な敷地に驚いた

何十年もテレビ中継を見ていまし

たからね︒コースの美しさや難易度

現地で見て驚いたのは︑敷地がと

36

の高さは想像通りでした︒

ても広いこと︒普通なら楽に ホー

ルは造れますよ︒その中から︑コン

セプトに沿った場所を選りすぐって

そして︑思っていた以上にみんな

造り上げたように感じます︒

にやさしいトーナメントでした︒携

帯電話は持ち込めないけど︑国内で

あれば無料でかけられる電話が設置

されていたり︑練習日に関してはカ

メラを持ち込めたり︑自分達で作り

上げたルールがある︒売店やトイレ

の数も多いし︑飲食物やグッズも安

スタッフの動きや運営の裏側みた

いし︑すべてが素晴らしいですよ︒

いな部分を徹底的に見せないように

しているところもあって︑
〝まさに

2016 / June

ゴルファーのためのテーマパーク〟

123

という表現がぴったりです︒世界中

選手の奥さんがキャディを務めたり、子供がプレーしたりと和や
かな雰囲気。今年はホールインワンが9発出ました。オーガスタ
の会員でもあるコンドリーザ・ライス元米国務長官の姿も。

からゴルファーが集まってくるのも

うなずけます︒

水曜午後は毎年恒例のパー3コンテスト！

1

Re p o r t
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練習設備もワールドクラスです
メインゲートから入場すると、最初に見えてくるのが練習
場です。スタンド完備のドライビングレンジに加えてアプ
ローチエリアも備える。この環境は素晴らしい！
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首位スタートのジョーダン・スピースは
なぜ勝てなかったのか？
広大な敷地と美しい
コースに感動しました

最終日のフロントナインを終えるまでは連覇が濃厚だったジョーダン・スピースと、
逆転優勝を飾ったダニー・ウィレット。
その差はどこにあったのか。
写真○Getty Images

自身2度目のマスター
ズ出場でグリーンジャ
ケットを手にしたウィ
レットと、連覇を逃し
たスピースの二人。
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毎年現地に足を運ぶことで、芝の状態やギャラリーのクオリティがどう変わっていくかを見たいですね。

コースの外を歩いてみ
たら、あの「マグノリ
アレーン」の入り口を
発見！ コース内では
見なかったメーカーの
サポートカーも、敷地
外に停まっていました。

ラッキーに恵まれたウィレットと不運だったスピース
6番ホールをティグランドからグリーンへと下る
途中で、右手に16番ホールのグリーンが見えます。
テレビ中継には映らない景色です。

プレーヤーの技量を問う
スタート直後の3ホール

1

オーガスタの中で印象に残ってい

3

るホールを選ぶとすれば︑まず出だ

しの ホールです︒ 番はティショ

ット︑セカンドショット︑アプロー

チ︑パッティングとすべての難易度

2

が高くて︑いきなり技術のすべてが

3

試されます︒そして 番で右から左

へのドローボールが求められ︑ 番

3

では攻めるか守るかの決断を迫られ

16

る︒この ホールで︑オーガスタを

13

プレーする資格があるかを問われる

番︑ 番︑ 番も良いですね︒

3

12

といっても過言ではありません︒

16

番は最終日にホールインワンが

回出ましたけど︑絶妙な位置にカッ

プを切っていました︒そういう演出
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も素晴らしい︒オーガスタをプレー

125

したいとは思いませんが︑ここには

こちらの「バークマンズプレイス」を始め、特別な
チケットやパスがないと入れない場所多数…。いつ
かは取材してみたいですね。

また来たいですね︒まだ知られてい

最終日にスコアを
伸ばせず、悲願の
メジャー制覇はな
らなかった松山英
樹。全米オープン
に期待しよう。

ないことを皆さんに伝えることが自

欧州勢の底力を見
せたウィレット。
英国人のマスター
ズ優勝は 1996 年
のニック・ファル
ド以来20年ぶり。

誕生。ラッキーにも彼の優勝を後押ししましたね。
一方のスピースは、試合前日の水曜日に2年間使っていたドライ
バーにひびが入るというアクシデントに見舞われました。そこでス
ペアを使用したわけですが、微妙にフィーリングが違ったのでしょ
う。3番ウッドを使うシーンが多く見られました。運・不運が勝敗
を分ける。それもまたマスターズという大会なのだと思います。

分の役割ですから︒

ウィレットは英国出身ですが、アメリカのジャクソンビル州立大
学に留学しています。ジャクソンビルとオーガスタは比較的近く、
気候風土や芝質も似ているので、ウィレットにとってはプレーしや
すかったと思います。また、すでに報じられている通り、当初は奥
さんの出産予定日がマスターズ期間中ということで、出場しないこ
とも考えていたそうです。しかし、大会前週に長男ザカリアくんが

124

お揃いのウエアを着た “マグノリアガール
ズ” がおもてなし。スタイル抜群の美女ば
かりでした。

ホスピタリティ、クラブマグノリアの屋外スペース。これは施設のごく一部で、数百人を収容できる規模を誇る。

MASTERS

マスターズ開催期間中、
オーガスタナショナルゴルフクラブの周辺には
ホスピタリティと呼ばれる施設が多数営業している。
そこには、
「テレビには映らない、
もう一つのマスターズ」
があった。

port
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オーナーのロビー・レイット氏から「ゆっくり楽しん
でいって下さい」とのお言葉をいただきましたが、取
材のスケジュールが過密すぎて時間が…。

が︑こういった施設が成り立ってし

用するかといわれれば答えはNOだ

金額を支払ってホスピタリティを利

正直なところ︑自分がこれだけの

ティには集まってくる︒

もさらにセレブな人達がホスピタリ

集まった富裕層が中心だ︒その中で

して全米各地︑さらには世界中から

除けば︑入手困難なチケットを入手

のギャラリーは︑地元のパトロンを

500ドル！ そもそもマスターズ

気になる利用料金は︑驚きの一日

良さは疑いようがない︒

ごす人もいるというから︑居心地の

通に利用可能︒中には一日ここで過

スピタリティは料金さえ支払えば普

ントは一般には利用できないが︑ホ

尽くせりだ︒いわゆるスポンサーテ

流しているのだから︑まさに至れり

ニターはマスターズのライブ中継を

もちろん︑冷暖房完備で複数のモ

様々なメニューが用意されている︒

ない会場内とは違って︑ここでは

られた軽食とドリンクしか食べられ

ティに戻ればゆったりと寛げる︒限

を歩き回って疲れたら︑ホスピタリ

アップダウンのきついオーガスタ

発点なのかもしれない︒

としての役割がホスピタリティの出

いなかったというから︑民間駐車場

場を備えているが︑昔は用意されて

マスターズはパトロンのための駐車

送迎車で会場へと向かう︒今でこそ

ィを訪れ︑ここに駐車して︑専用の

まず利用者は︑車でホスピタリテ

えているということだ︒

であるオーガスタにはない機能を備

戦者のための施設であり︑試合会場

共通しているのは︑マスターズ観

も様々だ︒

大規模な施設まで︑大きさも雰囲気

や﹁マグノリア・マナー﹂のような

回取り上げた﹁クラブマグノリア﹂

な小規模なホスピタリティから︑今

いるもので︑一軒家を改造したよう

ルな施設ではなく︑民間が運営して

十カ所に上る︒いずれもオフィシャ

施設が設けられており︑その数は数

元で﹁ホスピタリティ﹂と呼ばれる

ョナルゴルフクラブの周辺には︑地

だからだろうか︒オーガスタナシ

それがない︒

活用されているが︑マスターズには

飲食や休憩のためのスペースとして

ピタリティテントが設けられており︑

場内に協賛スポンサーのためのホス

ビッグトーナメントの多くは︑会

一日の利用料金は500ドル！
世界中から観戦者が集まる

3年連続でマスターズを観戦する機会に恵まれた本
誌副編集長のフクダ。今年はオーガスタだけでなく、
ホスピタリティや周辺コースの取材に力を入れた。

まうのもゴルフの祭典・マスターズ
ならではなのかもしれない︒

126
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ホスピタリティによる
超セレブな観戦スタイル
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ホスピタリティ、マグノリア・マナーは落ち着いた
雰囲気で、ゆっくりと食事を楽しみながらモニター
でマスターズ中継を観戦できる。クラブマグノリア
も含めて、多くのホスピタリティはオーガスタナシ
ョナルの徒歩圏内にあるが、車でゲートまで送迎し
てくれるサービスも行っている。
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オーガスタナショナルの
周辺コースを突撃取材！
せっかくオーガスタまで行ったのだからゴルフもしたい!
でも、
オーガスタナショナルはプレーできない! ということで、
周辺でプレー可能なゴルフ場がないか探してみました。

クラブハウスの前に練習グリーンが広がり、
そのすぐ脇がスタートホールとなっている。
平屋建てのハウスはお洒落な雰囲気。

パルメットで行われた大会の優勝者を記した
木製のボード。一番古いものは1945年だが、
その前から試合は行われていたようだ。
パルメットに 30 年以
上在籍しているという
名誉プロ、トム・ムー
ア氏。クラブの歴史に
ついて、丁寧に説明し
てくれた。

Course
歴史を重ねて成長した高い
木々が各ホールをセパレー
トする。比較的フラットで、
距離も長くないが、池やバ
ンカーなどのハザードが巧
みに配され、難易度は高い。

パルメットゴルフクラブ
Palmetto Golf Club

DATA: コース：18H ／ PAR72 ／ 6695Y
設計：アリスター・マッケンジー
住所：275 Berrie Road SW Aiken, SC 29801
URL：http://palmettogolfclub.net/
※ プレーには会員の同伴・紹介が必要

全米で2番目に古い
オーガスタの原点

60

オーガスタから東へ車を走らせる

こと約 分︒サバンナ川を越えて︑

2

サウスカロライナ州に入ったエイケ

ンに︑全米で 番目に古いゴルフ場

があると聞いて足を運んだ︒そのゴ

ルフ場とは︑1892年に開場した

30

パルメットゴルフクラブである︒

ここに 年以上勤めているという

トム・ムーア氏によると︑パルメッ

トの初期メンバーはオーガスタナシ

ョナルゴルフクラブを作る際の出資

者であり︑完成後はオーガスタのメ

ンバーにもなっているとのこと︒現

在も︑両クラブに所属しているメン

バーが在籍しているそうだ︒

設計者は︑ボビー・ジョーンズと

ともにオーガスタナショナルを設計

したことでも有名なアリスター・マ

ッケンジー︒開場当初は砂が敷かれ

ていたグリーンに芝を張ったのもマ

ッケンジーで︑様々な新技術を試す

場としても活用していたのかもしれ

ない︒実際︑オーガスタを設計する

際には︑マッケンジーとジョーンズ

がパルメットを拠点にして作業を行

っていたという︒

サム・スニードやベン・ホーガン

らにも愛され︑ベン・クレンショー

が1995年にマスターズを制した

直後にもプレーに訪れたというパル

メット︒各ホールに愛称がつけられ
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ているのもオーガスタとの共通点で︑

129

どこか〝マスターズの匂い〟を感じ

1892年の開場当時はわず
か に 4 ホ ー ル だ っ た。18
96 年に 9 ホール、1897 年
に18ホールへと拡張され、
現在に至る。

させるコースだ︒

ベン・ホーガンが「好きな
ゴルフ場を三つ挙げるとし
たら」と聞かれた時に、パ
ルメットの名前を挙げてい
たという。

1

128

中央の池を取り囲むように各ホールがレイ
アウトされている。美しいが、正確なショ
ットが求められるコースだ。

Course

2

チャンピオンズ・クラブ
アット・ザ・リトリート
Champions Club At The Retreat

Course

4

DATA: コース：27H ／ PAR108 ／ 9648Y
設計：アーノルド・パーマー、ジャック・ニクラス、
ゲーリー・プレーヤー
住所：8007 Soft Winds Drive Corona, CA 92883
URL：http://www.championsclubretreat.com/
※ プレーには会員の同伴・紹介が必要

ザ・リバー・ゴルフクラブ
The River Golf Club

DATA: コース：18H ／ PAR72 ／ 6847Y
設計：ジム・ファジオ
住所：307 Riverside Blvd North Augusta, SC 29841
URL：http://www.rivergolfclub.com/
※ プレーには会員の同伴・紹介が必要
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1998年にオープンした比較的新しいコースで、周辺の住宅
とセットで会員権が売り出された。メンバーは300人ほど。
宿泊できるコテージも3棟備える。

ort

マスターズウィークの
ゴルフ場予約事情

1

いわゆる〝マスターズウィーク〟

は︑オーガスタ周辺が 年で最も賑

わう時期だ︒世界中からゴルファー

が集まるとあって︑特別料金を設定

1

するゴルフ場がほとんどで︑その金

額は 組2000ドル以上に上る︒

にわかには信じ難い料金だが︑それ

でもプレー枠はほとんど埋まるとい

うから驚きだ︒

アーノルド・パーマー︑ジャック

が ホールずつを設計したチャンピ

9

・ニクラス︑ゲーリー・プレーヤー

オンズ・クラブ・アット・ザ・リト

リートも︑オーガスタナショナルと

隣接するオーガスタカントリークラ

ブも︑前ページで紹介したパルメッ

トも例外ではない︒いずれのコース

も︑プレーには会員の同伴・紹介が

必要なので︑そもそもハードルが高

いのは事実だが⁝︒

そんな中にあって比較的リーズナ

ブルで︑予約も取りやすいのがザ・

リバー・ゴルフクラブだ︒早速足を

運んでみると︑その名の通り︑水が

絡んだホールが多いコースは美しく︑

戦略性も高い︒宿泊用のコテージが

2016 / June

あるのも魅力だ︒

来年以降の話になるが︑マスター

ズ観戦を楽しみながら周辺のコース

でプレーも楽しみたいという方は︑

それらがセットになったパッケージ

ツアーの利用をお勧めしたい︒料金

は安くないが︑一生モノの体験がで

きることは間違いない︒
131
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3

オーガスタ
カントリークラブ

DATA: コース：18H ／ PAR72 ／ 7125Y
設計：ドナルド・ロス（改修）
住所：655 Milledge Road Augusta, GA 30904
URL：http://www.augcc.com/
※ プレーには会員の同伴・紹介が必要

Augusta Country Club
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