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Hello! It has now been exactly 6 month’s since 
my arrival at Keya Golf Club and KBC Augusta 
arrived and left in a flash. It has been a very busy 
6 months with preparation for KBC Augusta. This 
summer has provided its challenges with very dry 
and hot temperatures along with instant down 
pour rains. From July 7 through August 3 we had 
only one day of considerable rainfall which was 
10.5mm and the total for this period was 10.9mm. 
On August 4th and 5th we had a combined total of 
103.8mm followed by 18 days of only 1.4mm of 
rain. This brings us to the week before the KBC 
Augusta tournament. We were all wishing for 
some rain by this time and our wish came true. 
We received 492.7mm from August 24th through 
the final day of the tournament September 1st. 
The rain caused many delays and a cancellation 
of one round but with the help of event staff we 
still managed to have a 54 hole tournament.

こんにちは。私が芥屋ゴルフ倶楽部のグ
リーンキーパーに着任しあっという間に、ＫＢ
Ｃオーガスタ開催を迎えることとなりました。
6ヶ月の間ＫＢＣオーガスタの準備に追われ

忙しかったです。今年の夏は乾燥と猛暑の
影響と、豪雨による被害への対応に大変苦
労しました。雨量、 7月7日から8月3日の時
点で10.9㎜、多い日で10.5㎜といった状況で、
ようやく8月4日と5日合せて103.8㎜と大量の
降雨に遇いましたが、その後、18日間で雨
量が1.4㎜とコースにとって過酷な状況が続
きました。しかし,ＫＢＣオーガスタトーナメント
の直前に8月24日から雨が降り始め、願い

がようやく叶ったと思われましたが、最終日
までで492㎜の豪雨に遇い、一時的なプレー
の中断と1日のキャンセルとなりましたが,
コース管理スタッフと大会スタッフの努力で
54ホールプレーで無事大会を終えることが

出来ました。

This year has been 
either; hot and dry 
or too much rain…..



This was my first time to host a professional golf 
tournament so I didn’t really know what to expect. 
Getting the course in tournament condition takes a lot of 
preparation many weeks in advance. I will discuss some of 
these preparations.

今回、プロのトーナメントコースのグリーン
キーパーを始めて務めました。トーナメント
を行う際に数週間前から準備したことをご
説明します。



Bunkers
For being a “hazard” there is a lot of 
time spent preparing and maintaining 
the bunkers. A very clean edge must 
be kept so that you can clearly tell 
where the bunker starts and stops. 
Because of this we had to sod some 
bunker faces as well as do a final 
edging to the bunkers. During the 
tournament we planned to hand rake 
all bunkers. This only lasted one day 
then the rain began and we were 
forced to concentrate on draining 
standing water and repairing washouts. 
We then had to use our bunker rake 
machine to rake the bunkers.

ルール上、バンカーはハザードとして

扱われますが、手入れに多くの時間と
労力が必要です。バンカーは、バン
カーとラフの境界をハッキリとさせるた
め、にエッジ切りや芝張りを行います。
予定では、大会中バンカー均しはす
べて人力で行う予定でしたが、豪雨に
よる影響で機械による均し作業を行い、
１日しか人力での均し作業が出来ま
せんでした。



The tournament directors wanted to have a dense, 
deep rough. Fertilizers alone will not give you this. 
Gradually raising the cutting heights help you 
achieve and tournament condition rough. Our 
regular rough mowing height is 40mm. From July 
10th we raised the mowing height to 50mm. On July 
29th we raised the height to 70mm. By this time our 
house caddies were getting very irritated. I did my 
best to stay away from them during the raising the 
rough stage. On Aug 17th we made our final cut of 
the rough at 100mm. Soon after the 100mm the 
rough was standing up and looking to be a good 
tournament form. I really wanted to get another 
100mm cut in the Monday and Tuesday of the 
tournament but time would not allow. However, 
during the tournament we used an attachment on 
the back of our bunker rake to stand the turf up to 
try and provide a little more difficult ball lie. For the 
most part the rough played difficult for the players 
who missed the fairway. Next year we will work 
harder to achieve a more consistent rough near the 
fairway edges and green surrounds.  

ＫＢＣオーガスタの際ラフの芝丈を出来るだけ
伸ばしたいと考えていました。その際、施肥の
みではなく、事前に刈高を少しずつ上げて作業
を行いました。通常営業時は40㎜で管理してい
ますが、7月10日より刈高50㎜、7月29日より刈
高70㎜の刈り込み作業を行ったところ、ハウス

キャディは、ボールが見つからず苛立つように
なってきました。8月17日から刈高100㎜の刈込

みを行い刈止めとしました。

刈高100㎜の刈込みで、芝をアップライトに仕上

げトーナメントに向けての準備をおこないました。
また、できればトーナメントの1週間前に刈込み

を行いたいと考えたのですが、時間がなく断念
しました。個人的には良い状態で仕上がったと
思いますが、来年はさらに均一な刈高のラフを
目指して

います。

Rough



There were really no requests as for the tees and 
fairways from the tournament directors. My goal 
was to try and have a dense uniform stand of turf. 
Our last fertilization was on June 24th. We have a 
tremendous amount of bermudagrass
contamination throughout the golf course. The 
korai can take a couple of days of not being cut but 
the bermudagrass will scalp very easily if not cut 
regularly. Three weeks before the tournament we 
began to increase our frequency of cut to every 
other day and I also applied a plant growth 
regulator (Primo Maxx) on August 12 to prevent 
scalping and to create more dense turf. Mowing 
heights were: Tee 9mm, Fairway 11mm, Semi 
Rough 30mm. 

今回、トーナメントディレクターからは、特
にこれといった要求はありませんでしたが、
私の目標は、もっと密度の高く均一なター
フにすることでした。ＫＢＣオーガスタまで
の肥料は、6月24日に散布し最後としまし
た。高麗芝は、2，3日刈込みを行わなくて

も軸刈りになりませんが、バミューダ芝は
コースに広く分布しており、刈込みが遅れ
ると軸狩りになる為8月12日大会の3週間

前に刈込み回数を増やし、軸刈り防止、目
数の増加を狙い抑制剤（プリモマックス）の
散布を行いました。

Different mowing 
heights of the 
Fairways, semi‐rough, 
and rough.

Tee, Fairways, and Semi Rough



Greens
I could write forever on preparation for the 
greens. In general you are preparing your green 
year round for the tournament. What we do in 
October will affect the condition next August. 
Leading up to the tournament the maintenance 
to the greens gets more and more detailed. My 
goal was to have a fully dense turf, smooth ball 
roll, and try to have the ball roll hit 10.5 feet on 
the stimp meter. To do this we worked really 
hard on fertilizing the greens up until the first 
week of August. My last fertilization to the greens 
was on August 12th and it was so little the turf 
probably had no response. When you fertilize, 
the turf grows more so we always add a growth 
regulator to control this. The growth regulator 
helps in many more ways than just regulating the 
growth. It produces a more dense turf and 
strengthens the turf against many stresses that 
occur.

特にグリーンは、前年の10月の作業が翌年の8
月に影響してきます。大会に向け前年から準備
を行い、大会の1ヶ月前になると、より細かな気

配りが求められます。今年の目標は、葉の密度
を上げスティンプメーターで、 10.5フィートのス

ピードにすることでした。

目標に向け、8月までしっかり施肥を行い、
8月12日を最後に少量の施肥を行いました。

また、施肥を行うと葉が伸びるため、抑制剤の散
布も同時に行いました。抑制剤は、多くのストレ
スを軽減し芝生の伸びを抑え、芽数の増加に繋
がります。



Greens

This year we purchased 10 new walking 
greens mowers. These are 22” Shibaura GEXE 
supplied by Yoshimura Shokai. These mowers 
helped us achieve a very clean low mowing 
height. We gradually dropped the mowing 
height reaching 2.7mm on August 19th.  From 
August 19th we mowed twice per day, once 
in the morning and once in the afternoon. 
The more you can cut the green it will help to 
get a clean cut and have a more uniform 
height. The week of the tournament we 
began cutting twice in the morning and once 
in the afternoon.

今年は,ＫＢＣオーガスタに向け吉村
商会より“シバウラＧＥＸＥ”22インチモ
アを10台購入することが出来ました。

このモアは、グリーンの低刈に対して
優れた性能を発揮します。刈高は、少
しずつ下げ刈高2.7㎜まで下げること

が出来ました。また、滑らかなグリー
ン面にする為8月19日より刈込みを1
日2回、早朝とプレー後の夕方の2回、

大会中は、早朝ダブルカット、夕方シ
ングルの3回の刈込みを行いました。



Greens
We also added a brush attachment to the greens mowers to help stand any 
turf laying over before we cut. Also because the final course check by the 
tournament committee starts at 6:20 we had to add lights to our mowers 
so that we could start mowing as early as possible.

グリーンモアにブラシを装着し、下葉を出来るだけ起こして刈込
みを行いました。

また、6：20よりトーナメント委員会による最終コースチェックが

開始するため、芝刈り機にライトを装備し可能な限り早期に芝
刈り作業を行いました。



Greens
We also used a 450kg roller to help smooth the surface. My plan was to use this in the morning but the tournament 
committee asked that we roll in the afternoon. All of this work helped achieve a smooth ball but our goal of getting 
above 10 feet was difficult mainly due to the heavy amount of rainfall. We averaged about 9.5 during the week of the 
tournament.
滑らかな表面にするため、450㎏の転圧ローラーを使用しました。当初の計画では早朝行う予定でしたが、トーナメ

ントディレクターの要望で、午後の刈込み後に使用することに変更しました。転圧を行う一番の目的は、スピードを
上げることでしたが、直前の豪雨で目標のスピードである10フィートを上回る事が出来ず、平均 9.5フィートという結

果でした。



Dr. Micah Woods
Keya Golf Club was honored to have Dr. Micah 
Woods on site during the entire week of the KBC 
Augusta tournament. Dr. Woods recorded data 
throughout the week and also showcased his 
equipment expertise in daily afternoon fairway 
mowing. Micah has an extensive amount of 
tournament volunteer experience which was very 
helpful to us while he was here to provide advice 
and ideas on various subjects during the week.

Micah writes a monthly article for Golf Seminar 
and hold many seminars throughout Asia. He also 
coordinates an annual 3 day turfgrass conference 
in Thailand.
You can keep up to date with Micah’s continued 
research and information at his website 
http://www.asianturfgrass.com/ or follow him on 
twitter at @asianturfgrass

Dr. マイカ・ウッズ

今年は、友人であるドクター,マイカ・ウッズに、ＫＢ

Ｃオーガスタの応援に来ていただきました。早朝
は、コースのチェックやデータ収集、夕方は、フェ
アウェイの刈込み作業に参加していただきました
。また、アメリカのトーナメントのボランティアに参
加した際の経験を活かし、多くのアドバイスやアイ
ディアに助けられました。

Ｄr,マイカ・ウッズは、現在タイで3日間の芝生セミ
ナーを開いています。また、Dr．マイカの研究内容
のウェブサイトやツイッターも上記に記しています.
ウェブサイト：http://www.asianturfgrass.com/
ツイッター ： @asianturfgrass

http://www.asianturfgrass.com/
http://www.asianturfgrass.com/
https://mobile.twitter.com/asianturfgrass
https://mobile.twitter.com/asianturfgrass


I hope everyone enjoyed watching the tournament. It was a very busy week with lots of weather issues but always something we can learn from and build on for the 
future. We will work hard to make each year a more enjoyable tournament for the players and spectators. If you are interested in more updated information on the 
course conditions and what is going on with Keya Golf Club Maintenance you can follow me on twitter at @drumcturf
We are extremely grateful for the volunteers and help from our vendors. Takahashi‐san of Shibaura and Yoshimura Shachou from Yoshimura Shokai were on site daily 
the week before and the week of the tournament. They were a large part of this year’s success in providing extra equipment and helping set up of the mowing 
equipment. Other volunteers that were of a big help included data recording and fairway mowing by Dr. Micah Woods, daily greens mowing Yoshimura Shachou from 
Hanajinjya, Okubo‐San from Raizan Country Club. Vendors helping out with the bunker raking during the tournament included, Ryochi Sangyou, Sun Alpha, Kyushu Nozai, 
and Mikuni. Additional equipment was provided by TORO, Mikuni, and Baroness. We thank you all for your help during the tournament week!

今年のKBCオーガスタは、皆さん楽しんで頂けたでしょうか。今年は特に、天候に恵まれず非常に忙しい1週間でしたが、学ぶことも多い１週間でした。このような経験

を活かし、選手が良いプレーができ観戦者が楽しめるように励みたいと思います。

芥屋ゴルフ倶楽部のコース状態や、コース管理がどのようなことを行っているか、興味のある方はツイッター“＠drumcturf”に掲載していますのでご覧ください。

多くのボランティアの方の,協力が得られたことを感謝しています。コース管理では、“シバウラ”の高橋氏、“吉村商会”の吉村社長

により大会の２週間前から、毎日機械の整備・調整を行っていただき、ありがとうございました。良いターフコンディションに仕上ても、機械による刈込みが綺麗でなけ

れば、良い結果は得られませんでした。また、（株）雷山ゴルフ倶楽部・花神社・良地産業（㈱）・ミクニ（㈱）・九州農材（株）・（株）サンアルファからも刈込みや、早朝作

業の手伝いをしていただき大変感謝しております。
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