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心をひとつに 東日本大震災復興支援

タラオカントリークラブ 西コース
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2012年9月6日（木）・7日（金）・8日（土）・9日（日） 賞金総額1億4千万円／優勝賞金2,520万円
■主催／社団法人日本女子プロゴルフ協会　■後援／文部科学省、滋賀県、甲賀市、伊賀市、関西ゴルフ連盟、滋賀県ゴルフ連盟、朝日放送株式会社　■特別協賛／コニカミノルタ
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歴史と伝統、そして至上の権威を誇る国内最高賞金総額の公式戦。第45回を迎える2012年、新たな伝説が刻まれる。
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　第45回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯が、ここ滋賀県タラオカントリークラブで
盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。
　スポーツは、心身の健全な発達に資するのみならず、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に
寄与するものであり、生涯にわたってスポーツを楽しむことは、極めて大きな意義を有しています。
　こうした中、ゴルフが全世界において、性別や年齢を問わず幅広い人たちに親しまれるとともに、
高い競技性をもつスポーツとして普及・発展し、2016年にリオデジャネイロで開催される第31回
オリンピック競技大会から正式競技として112年ぶりに復活することは、誠に喜ばしいことです。
　近年の女子プロゴルフ界においては、若い力の台頭が著しく、国内のトーナメントのみならず、
世界の大舞台で活躍する選手の姿に、国民の関心はとみに高まっています。
　本大会は、日本女子プロゴルフ界における最高峰のトーナメントであり、これまで女子トップ
プレーヤーの卓越した集中力と高い技術から生み出される素晴らしいプレーによって、多くの人々
を魅了し感動を与えて参りました。
　選手の皆さんは、持てる力を存分に発揮し、輝かしい栄冠を目指されるとともに、本大会を一つ
の契機として、世界を舞台に活躍する選手として一層飛躍されますよう心から期待いたします。
　終わりに、本大会の開催に御尽力いただきました社団法人日本女子プロゴルフ協会をはじめと
する関係の皆様に対し、心から敬意を表しますとともに、本大会の成功を祈念し、お祝いの言葉と
いたします。

大会名誉会長
文部科学大臣

ごあいさつ
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　今年、第45回目を迎えます「日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」にご来場いただ
きまして、誠にありがとうございます。日本女子プロゴルフ協会創立と同時に始まりました本大会は、
歴史と伝統を誇るメジャーです。
　本大会の舞台となります、滋賀県タラオカントリークラブ西コースは、池とバンカーが大胆に配
された、雄大かつ戦略性豊かなコースです。女子プロゴルファー日本一を決めるこのメジャーは、
技術、精神力、体力、戦略など総合力が問われる4日間の戦いです。今季のツアーは混戦接戦が
多く、最終ホールまで誰が抜け出してくるか分からない展開となっており、本大会も最後まで目の
離せない迫力ある戦いとなることでしょう。
　トッププロの華やかでパワフルなゴルフをご堪能いただくとともに、緑豊かなゆったりしたゴルフ
場をどうぞ満喫して下さい。
　私ども日本女子プロゴルフ協会では、昨年に引き続き「心をひとつに」東日本大震災復興支援
活動を継続していくと共に、これからも全国のゴルフファンの皆様にゴルフの楽しさや素晴らしさを
お届けできるよう鋭意努力して参ります。
　最後に、本大会の開催にあたり、本年度もご支援、ご協力賜りました文部科学省、コニカ
ミノルタホールディングス株式会社、朝日放送株式会社、熱戦の舞台をご提供いただきました
タラオカントリークラブ、ご協力賜りましたボランティアの皆様、開催地滋賀県、甲賀市、伊賀市
をはじめ、多大なご尽力をいただきました大会関係者の皆様に厚く御礼申し上げ、ご挨拶と
させていただきます。

大会会長
社団法人日本女子プロゴルフ協会会長

Greetings
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　「第45回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」が、ここ滋賀県タラオカントリー
クラブに於いて開催されますことを心よりお慶び申し上げます。
　また、本日ご来場の皆さまには、深く御礼申し上げますとともに、幾多の名勝負を生んできた
この大会を、どうぞ心ゆくまでご堪能いただければと存じます。
　今回で45回目を迎える本大会は、日本女子プロゴルフ界の歴史に残るドラマと感動の
歴史そのものでもあり、それらに裏打ちされてこそ本大会が最も権威ある大会と称される所以
でございます。格別の意味を持つこの大会に私どもコニカミノルタが特別協賛という形で貢献
をさせていただくことは、この上ない光栄と喜びでございます。国内はもとより、世界で活躍する
最高峰のプロたちが、どのような新たな歴史の一場面を作ってくれるのか、今から期待を
膨らませております。
　女子プロゴルファーの皆様はたゆまぬ努力に裏打ちされた卓越した技量により、様々な状況
に対応し、最良の結果を導きだしています。世界が驚くべきスピードで変化し、多様化し続ける
今、私どもコニカミノルタも世の中から支持され、必要とされる企業となるために努力し、挑戦し続
けてまいります。その思いを込めて策定しました、コミュニケーションメッセージ「Giving Shape 
to Ideas：革新はあなたのために。」を旗印に、お客様の感動と満足を得られますよう日々努力を続
けてまいる所存でございます。今後とも一層の御支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
　尚、コニカミノルタは本年も日本女子プロゴルフ協会とともに、本大会を通じて様々なチャリティ
を実施させていただきます。震災復興へ向けて引き続き尽力されている方々の一助となれば幸い
に存じます。
　最後に本大会開催にあたり、ご協力を賜りました皆様に厚く御礼申し上げますとともに、出場
選手の皆様のご健闘を心よりお祈り申し上げます。

大会名誉副会長
コニカミノルタホールディングス株式会社 代表執行役社長

ごあいさつ
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　昨年3月東日本大震災に見舞われ1年6ヶ月がたちました。多くの被災地では、回復に向け意欲
的に取り組まれてこられました。今後も国を上げての支援で1日も早く復興されることをお祈り申し
上げます。
　この度、第45回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯開催に際し、当タラオカントリー
クラブが会場として選定されましたこと、誠に光栄でありクラブをあげて歓迎いたします。
　タラオカントリークラブは歴史的にも知られる織田信長本能寺の変の際、徳川家康が通ったと
される伊賀越えの地を敷地にもち、日本三大代官多羅尾代官所の遺跡を地元にもっており、そして
ゴルフコースとしては日本最大である500万㎡という壮大な敷地を有するゴルフ場であります。
　通常7つのコースが取れるであろうこの広大な土地に対し、ゴルフ場に適した箇所だけを贅沢に使
い36ホールを配しております。ゆえにクラブハウスからは9つのホールを見渡すことができる一大パノ
ラマが開け、来場される多くの方を魅了しております。
　この度大会で使用する西コースは、11ホールが池に絡む戦略性の高い設計で、更にビーチバン
カー・2段フェアウェイ・浮島風グリーンなどが難易度と景観を高めております。とくに12番からは、
痺れる難関ホールが続きますので、標高650mの涼風に癒されながらトッププロの方々がどのように
攻略されるかが楽しみです。
　また、この地は滋賀県甲賀市の甲賀流忍術と三重県伊賀市の伊賀流忍術との接点であり、トップ
プロの秘術が忍者のごとく、どのような4日間のドラマが展開されるのか楽しみです。
　最後に選手皆様のご健闘をお祈り致します。そして開催にあたりご指導ご尽力いただきました
日本女子プロゴルフ協会の皆様のご協力とご理解に対し、心から感謝を申し上げますとともに日本
女子プロゴルフ界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
　ご来場くださった皆様には、トッププロの卓越した技やプレーを存分にご堪能いただき、このゴルフ
コースでお過ごしの時間を思い出として長く心にとどめていただければ嬉しく思います。

大会名誉副会長
タラオカントリークラブ 専務理事

Greetings
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　滋賀県タラオカントリークラブにて、日本女子プロゴルフ界で最高の権威と伝統を誇る
メジャー大会「第45回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」が開催されること、
心よりお慶び申し上げます。
　あわせて日本女子プロゴルフ協会創立45周年、まことにおめでとうございます。1967年に
協会が誕生し、翌年から女子トーナメントが、年間2試合でスタート。それ以降、試合数は着
実に増え続けて、今年度の賞金ランキング対象トーナメントは35試合、賞金総額も29億円
を超えました。歴代の選手、関係者の方々が、女子プロゴルフ界の社会的地位確立と向上に
向けて、努力され、今もなおファンとの交流、ジュニアゴルファー育成など未来を見据えた
真摯な取り組みを続けられていることに敬意を表します。
　私ども朝日放送が、本大会の放送を担当させていただいて、今年で38年目となります。
メジャーの舞台が醸し出す空気感のなかで、数々の名勝負、名場面が生み出されてきたこの
大会、今年はどんなドラマが待っているのでしょうか。私どもはテレビ画面を通じ、「選手の
メジャータイトルにかける気迫と技、緊迫の試合展開、そして時折みせる女性ならではのしぐさ、
表情」をきっちりお伝えしたく思っております。またこのトーナメントの模様は、地上波、スカイ
A等、様々なメディアでファンの皆様にお届けします。
　最後に、大会開催にご尽力いただいた社団法人日本女子プロゴルフ協会、コニカミノルタ
ホールディングス株式会社、タラオカントリークラブ、そしてボランティアの皆様、関係各位の
皆様に深く感謝申し上げます。

大会名誉副会長
朝日放送株式会社 代表取締役社長

ごあいさつ Greetings
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大会名誉会長 平野　博文（文部科学大臣）
大会名誉副会長 松﨑　正年（コニカミノルタホールディングス株式会社 代表執行役社長）

岩永　峯一（タラオカントリークラブ専務理事）
脇阪　聰史（朝日放送株式会社 代表取締役社長）

大会名誉顧問 太田　義勝（コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役会議長）
渡辺　克信（朝日放送株式会社 代表取締役会長）
福岡　杉夫（ブリヂストンスポーツ株式会社 代表取締役社長）
岩上　和道（株式会社電通 執行役員）
嘉田由紀子（滋賀県知事）
樋口　久子（社団法人日本女子プロゴルフ協会相談役）
二瓶　綾子（社団法人日本女子プロゴルフ協会顧問）

大会名誉委員 小林　右樹（コニカミノルタホールディングス株式会社 CSR・広報・ブランド推進部長）
中嶋　武嗣（甲賀市長）
内保　博仁（伊賀市長）
森下　洋一（関西ゴルフ連盟理事長）
平田　昭三（滋賀県ゴルフ連盟会長）
青山　浩章（タラオカントリークラブ理事）

大会会長 小林　浩美（社団法人日本女子プロゴルフ協会会長）
大会副会長 小林　洋子（社団法人日本女子プロゴルフ協会副会長）

中村　悦子（社団法人日本女子プロゴルフ協会副会長）
大会実行委員長 石﨑　越子（社団法人日本女子プロゴルフ協会副会長）
大会実行副委員長 伊藤　佳子（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）
大会実行委員 入江　由香（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）

奥村ひとみ（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）
大会広報委員長 鈴木美重子（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）
大会委員 伊藤　　礼（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）

寺沢　範美（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）
松尾　　恵（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）
宮田　佳美（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）
森本多津子（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）
山口喜美恵（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）
山田満由美（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）

大会競技委員長 千原　真弓（社団法人日本女子プロゴルフ協会競技委員）
大会競技副委員長 江間　陽子（社団法人日本女子プロゴルフ協会競技委員）
大会競技委員 井上奈都子（社団法人日本女子プロゴルフ協会競技委員）

森岡まゆみ（社団法人日本女子プロゴルフ協会競技委員）
田中　裕子（社団法人日本女子プロゴルフ協会競技委員）
渡辺聖衣子（社団法人日本女子プロゴルフ協会競技委員）
長谷川一美（社団法人日本女子プロゴルフ協会競技委員）
門川　恭子（社団法人日本女子プロゴルフ協会競技委員）
阿蘇　紀子（社団法人日本女子プロゴルフ協会競技委員）

Officials大会役員
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Tournament Facts

大会実施要項

大会名称 第４5回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯
主催 社団法人日本女子プロゴルフ協会
後援 文部科学省、滋賀県、甲賀市、伊賀市、関西ゴルフ連盟、滋賀県ゴルフ連盟、朝日放送株式会社
特別協賛 コニカミノルタホールディングス株式会社
開催日 ２０１2年９月 3日（月） 指定練習日
  4日（火） 指定練習日・前夜祭
  5日（水） プロアマトーナメント
  6日（木） 予選ラウンド
  7日（金） 予選ラウンド
  8日（土） 決勝ラウンド
  9日（日） 決勝ラウンド
  10日（月） 予備日
開催コース タラオカントリークラブ・西コース
 〒529-1821 滋賀県甲賀市信楽町多羅尾1番地　TEL：0748-85-0025
出場資格 ①本大会歴代優勝者
 ②LPGAツアー30勝以上の者
 ③ LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ過去3年間の優勝者 

[但し、2002～2008年度までの優勝者は、優勝した翌年より10年間を適用]
 ④ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ過去3年間の優勝者
 ⑤ 日本女子オープン選手権競技過去3年間の優勝者 

[但し、2002～2008年度までの優勝者は、優勝した翌年より10年間を適用]
 ⑥過去3年間のＬＰＧＡ賞金ランキング第1位の者
 ⑦前年度ＬＰＧＡ賞金ランキング上位50名までの者
 ⑧トーナメント特別保障制度、産休制度適用者
 ⑨ 「国際ツアー登録者」が、その登録を「特別登録」又は「一般登録」に変更してＬＰＧＡツアー競技に復帰する場合で、

　復帰する前年度末のワールドランキングが1位から30位の者（復帰年度1年間の特別シード権）
 ⑩本大会前年度15位までの者
 ⑪過去365日以内に行われたＬＰＧＡツアーの優勝者
 ⑫開催コース所属当該年度TPD登録者（1名）
 ⑬本年度ＬＰＧＡプロテスト第1位の者
 ⑭クォリファイングトーナメントランキング上位者
 ⑮地区予選会通過者22名の者
 ⑯特別承認者
 （合計132名）
競技方法  72ホール・ストロークプレー（4日間各日18ホール）第1日、第2日を予選ラウンドとし、36ホール終了時点上位60位

タイまでの者が決勝ラウンドに進出する。72ホールを終了し、第1位がタイの場合、即日指定ホールにおいてホール
バイホールによるプレーオフを行ない、優勝者を決定する。

 ※2012JGAゴルフ規則、LPGA競技の条件およびローカルルールを適用する。

賞金総額 １億４千万円（優勝賞金2,520万円）
賞杯 日本女子プロゴルフ選手権大会杯／コニカミノルタ杯／文部科学大臣杯／文部科学大臣賞状
テレビ放映

入場券のご案内 前売通し券[４日間通用４枚綴り]　8,400円（すべて消費税込）
 当日券１日目:９月6日（木）2,500円  ／  当日券２日目:９月7日（金）2,500円
 当日券３日目:９月8日（土）3,000円  ／  当日券４日目:９月９日（日）4,000円
大会HPアドレス champ.lpga.or.jp

▶ABC朝日放送・テレビ朝日系列24局全国ネット
９月  7日（金） 14：50 ～ 15：46 VTR [朝日放送]
９月  8日（土） 16：00 ～ 17：25 VTR [全国ネット]
９月  9日（日） 15：30 ～ 17：25 VTR [全国ネット]

▶ＢＳ朝日「ＢＳデジタル５ch」
９月  9日（日） 14：00 ～ 15：30 3R  VTR
 19：00 ～ 20：54 4R  VTR

▶ABC朝日放送ＣＳ（通信衛星）チャンネル「スカイＡ」
９月  6日（木） 14：00 ～ 17：00 生放送
９月  7日（金） 8：00 ～ 11：00 生放送
 11：45 ～ 15：50  VTR 
 15：50 ～ 17：00 生放送
９月  8日（土） 8：00 ～ 13：00 生放送
９月  9日（日） 8：00 ～ 13：00 生放送
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賞金総額 ¥140,000,000
優勝賞金 ¥25,200,000

文部科学大臣杯 コニカミノルタ杯日本女子プロゴルフ選手権大会杯

Purse & Prizes

賞金・賞杯・優勝副賞・特別賞

優勝 25,200,000 11 位 2,520,000 21 位 1,232,000 31 位 952,000 41 位 686,000 51 位 546,000
２位 12,320,000 12 位 2,380,000 22 位 1,204,000 32 位 924,000 42 位 672,000 52 位 532,000
３位 9,800,000 13 位 2,240,000 23 位 1,176,000 33 位 896,000 43 位 658,000 53 位 518,000
４位 8,400,000 14 位 2,100,000 24 位 1,148,000 34 位 868,000 44 位 644,000 54 位 504,000
５位 7,000,000 15 位 1,960,000 25 位 1,120,000 35 位 840,000 45 位 630,000 55 位 490,000
６位 5,600,000 16 位 1,820,000 26 位 1,092,000 36 位 812,000 46 位 616,000 56 位 476,000
７位 4,900,000 17 位 1,680,000 27 位 1,064,000 37 位 784,000 47 位 602,000 57 位 462,000
８位 4,200,000 18 位 1,540,000 28 位 1,036,000 38 位 756,000 48 位 588,000 58 位 448,000
９位 3,500,000 19 位 1,400,000 29 位 1,008,000 39 位 728,000 49 位 574,000 59 位 434,000
10 位 2,800,000 20 位 1,260,000 30 位 980,000 40 位 700,000 50 位 560,000 60 位 420,000

※予選通過者の人数に伴い賞金配分に変更が生じます。（LPGA賞金配分規定による）［順位賞金　単位：円］

賞金配分表

優勝副賞

特別賞

カラー複合機
bizhub C364
提供：コニカミノルタホールディングス株式会社 提供：コニカミノルタホールディングス株式会社

※ Photo：20G（FF）/ボディカラーはホワイトオーキッド・パール 
副賞車両のタイプ・ボディカラーは事前の予告なく変更になる場合がございます。

ホールインワン賞　200万円（No.17）
（大会期間中該当者全員）　　　　　提供：ほけんの窓口グループ株式会社

トーナメントレコード賞　50万円
（大会期間中4日間を通してのベストスコア、達成者複数の場合均等割り）

提供：タラオカントリークラブ

LED照明タスクライト
Symfos LED-TASKLIGHT

滋賀県産 近江米 3俵（60kg×3）
滋賀県産 近江牛 10kg
提供：滋賀県

信楽焼ふくろうの空気清浄機
信楽焼茶器と朝宮茶のセット
提供：甲賀市

伝統的工芸品伊賀くみひもアクセサリー
提供：伊賀市

提供：本田技研工業株式会社
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─会長就任1年半を振り返って。
めちゃくちゃ忙しいですね。やることがたくさんあります。
日々、トーナメントは動いているし、いろんな仕事は生き
物と同じで、本当にさまざまな対応をすることが必要で、
事務局員全体で働いています。
ツアープロの時は、個人で頑張れば…という仕事でした
が、協会に入ると全員で一つのものを作っていく、あるい
はいろんな会社と協力して一つのものを作っていく働き
方なので、そう言う意味でいうと、役割をきちんと責任を
持って果たすことが大事だと感じています。
─就任された当初はいろんな考え方を持って臨まれ
たと思います。この短い1年半ですが、自分の思いや考
えかたを作ることができたか、少しは手をつけられまし
たか。
やはり難しいところもありますが、徐々に形になるよう
頑張っています。私の思いはいろいろある中、協会と
してどういうふうに動くかとなると全体の総意が必要に
なります。いろんな立場の人の理解を得ないと動けない

ことだし、実際に形になるまではたくさんの努力が必要
なんだと、すごく感じますね。
─周辺のスポンサー、ゴルフ界の人間、他の理事の人、
事務局の人を含めて、どんな考え方を持っているのか
知るのにも時間がかかったでしょうね。
そうですね。一緒に働いていく中で、お互い理解を深め
ている感じです。皆さんいろんな思いを持って働いて
いるし、協会としてどういうふうにいくのかという全体の
指針を決めるにあたり、私の考えだけではなく、いろん
な考え方をとりまとめ、こういうふうにしましょうと段取
りをつけないといけないので、個人で動くのとはまるで
違います。
─自分のことを考えていればいい世界から、大きい組
織のことを考えなくてはいけなくなったのは、慎重に誠
実にかつ粘り強くやらなくてはいけない仕事ですよね。
やっぱり見る範囲が、まず全体でどうなのかっていう考
え方が最初にきます。考え方の出発点が全体から見
て、それで細部に落としていくというか。協会にとって、

Hiromi Kobayashi Interview

日本女子プロゴルフ協会

小林 浩美 会長
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Hiromi Kobayashi Interview

あるいは会員にとって何がベストかはもちろん、全体に
とって何がいいのか、そのためにはどうやったらいいの
か、ということに留意して考えるようにしています。
─多忙なスケジュールで体調は。
最初は夢中で一生懸命やっていたのですけど、段々ペー
スが分かってきて、その中で体調管理というのは、最優
先事項だなと感じました。選手の時も気をつけていまし
たが、責任ある立場になるとさらに気を遣う意識になり
ました。やはりとても気を張る仕事なので。
─リラックス方法は。
オフの時は仕事のことを考えないようにしています（笑）。
そうでなくてもグルグルいろいろ思うと考えてしまうの
で、切替えをいかに上手くするかがポイントですね。
─プライベートの時間は。
それは取っています（笑）。
─1年半やられて、やりたいこと、実現したいなという
ことはありますか。
やはり日本のツアーを世界一のツアーにしたいという
のが一番ですね。強い選手をどんどん輩出したいです。
日本女子プロゴルフ協会は今年創立45年を迎え、これ
までたくさんの方々にご支援や応援をいただき、これ
だけ大きく成長できました。ツアーでは、強いゴルフ

を多くのゴルフファンの皆様に観ていただき、スポン
サーをはじめ関係者の方々にいかに満足していただけ
るかが大事だと思っています。「プロって凄いな」という
のが、私たちの最大の価値だとしたら、より高みを目指
すべきだと考えます。ティーチング部門では、ゴルフの普
及を始めゴルフが好きな方々に、楽しい、おもしろい、と
感じていただけるようなことをさらにご提供したいです。
トーナメント部門でもティーチング部門でも、いかに最
高のものを提供できるかだと思います。今、グローバル
な時代になっていろんな分野で競争が激しくなっていま
す。日本の競争力もすごく高まっていますし、世界に伍す
るツアー、さらには世界一になるツアーの強さにもって
いきたいなと思っています。
─協会の課題、世界ナンバーワンツアーの組織にな
るためには。
そこに向かっていろんな方面から足していくものがたく
さんあると思います。ツアーも現在これだけの規模に
なり、充実しているのですが、世の中の流れが変化す
るとともに、それに対応していかなければなりません。
世界規模の観点からすると、まだ積み上げていかない
といけない部分があるので、まだまだ努力するべきとこ
ろがあります。大会に関わる皆様のご理解とご協力を
いただきながら、頑張っていきたいです。
─アメリカツアーと日本ツアー。
フィールドが国内だけに留まっていられない時代に
なり、やはり強いツアーというのは、グローバルでたく
さん人の出入りがあり、競争力がすごいです。アメリ
カツアーで13年戦った経験からそう思います。今も
アメリカツアーには世界の強豪が集いますので、常
に高い競争の中でしのぎを削っています。やはり強い
人が入ってくると、自分の良いものを出していかない
と勝てないから、お互い良いものを引き出し合います。
日本のツアーも才能のある人がたくさん集まっていま
すから、強い人と戦うことによって相乗効果になると
思います。ツアーが大きく発展するには、人の交流は
欠かせないことだと思います。また、日本の国は小さい 

日本のツアーを世界一のツアーにしたい
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ですけど、縦に南北に長いのでいろんなバリエーション
のゴルフ場を活用し、四季によって芝の生育が違う
ので、ゴルフ場のレイアウトとの組み合わせで、様々な
コースセッティングを増やしていきたいです。そうする
ことで、世界に出たときにも国内で培われた対応力で
戦う準備が出来ると思います。
─アメリカツアーでの宮里藍、美香選手、上田桃子選
手の活躍。
3人とも米国で大変努力して活躍しています。宮里藍
さんの場合はこれまで9勝して、世界のトップを争っ
ています。日本から行ったばかりの頃は、日本にはな
いツアーの移動や生活習慣をはじめ、芝や、競争力、
ゴルフ場などの環境に順応するまで相当な努力があっ
たのだと思います。日本で活躍できる人は世界でも
十分活躍できる素養があります。日本と米国の違いは
何かといえば、ツアーを取り巻く環境であり、競争の熾
烈さです。容量が小さいとその中でしか生きられない。
容量を広げたら、広げた分大変な一方、得るものも
大きいと思います。
─今年の日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ
杯について。
去年からのツアー流れでいえば、優勝争いの上位層が
さらに厚くなってきています。1打差2打差に選手が多く
かたまり、最後まで競って誰かが抜け出したり、プレー
オフに突入したりというパターンが多いんですね。誰か
が飛び抜けて勝っているというパターンは非常に少ない。
だから選手権においても接戦混戦になると予想します。
メジャーは4日間競技なので体力がまずものをいいます。
体力があれば持っている技術を出し切れるし、集中力も
続くし、やはり良い考え方もできる。4日間というのはい
ろんなものの総合力が問われますから、総合的に安定し
た人、波の少ない人が勝つ傾向にあると思います。
─ゴルフが正式種目になる2016年オリンピックに
向けて。
メダルを獲りたいですね。それが一番良い色だったら
良いですけど、やはり日本はこれだけゴルフが盛んなの
で、良い成績を出して皆さんに喜んで頂きたいという
のはありますね。そのために協会がどうするか、今のと
ころ出場資格がワールドランキングからになっている
ので、プロの人しか対象になっていません。その中で

いかに競争力を上げるかですね。普段からの試合が
最後の競争力につながってくる。普段から強豪選手と
交流し、試合を戦うことで本番でも余計なプレッシャー
を受けることなく、自分の力が出しやすいと思います。 
だからそういう環境を普段から作りたい。加えて言え
ば、リオデジャネイロがどんな芝質かどんなゴルフ場
のタイプか分かりませんけど、いろんなタイプのゴルフ場、
いろんな芝質を経験することによってそれに必要な技術、
対応力がつきますから、普段からそういう環境を提供で
きるように、年間を通してコースセッティングの工夫とい
うものがさらに必要だと思います。大会各社のご理解と
ご協力を得て進んでいきたいと考えています。その上で、
強い気持ちで勝ちにこだわって、協会と選手が一丸と
なって戦いたいです。みんなで日本頑張ろうという気
持ちにもっていきたいですね。
─オリンピックという舞台はゴルフファンの数を増や
すチャンス。
そうですね。波及効果というのは、凄いのではないで
しょうか。ゴルフって観て楽しい、やっておもしろい、って
いうところで幅広い年代に興味を持ってもらえたら
最高ですね。
ゴルフは運動で、なおかつエチケットやマナー、ルール
も厳しいので、心身両面に良いスポーツだと思います。
ジュニア層にはなお一層広まればうれしいですし、もっ
と普通にゴルフが出来る環境になっていったら良いなと
思います。
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Defending Champion: Yuko Mitsuka

─昨年は劇的な逆転勝利でしたが、どういう気持ちで臨んだ
のですか。
昨年は、まず勝とうと思った試合ではなかったというか、欲しい
タイトルでしたけど、自分の中で勝てる状態ではなかったし、まだ
そこまでの準備が出来ていないと思っていたので、優勝というの
は想定外でした。コースは距離も長くタフなセッティングで、最終
日に3打差といっても10打差ぐらいついているなという気持ちで
したので、このまま横峯さんが逃げ切るだろうと思っていました。
でも、優勝は無いかもしれないけど、精一杯18ホールを回ってこ
ようと思い臨みましたね。
─勝因は。
練習ラウンドで回った時は、まずアンダーで回る選手はいないだ
ろうと思ったし、優勝もオーバーパーと思っていました。ただ、あの
コースは私にとっては相性が良かったというか、コースが味方に
なってくれるような強い気持ちで臨めました。最終日にバックナイ
ンでトップに立ったのですが、優勝争いしていても相手がどうこう
じゃなくて、コースを相手にするのが精一杯でしたので、それが逆
に良かったんじゃないかと思います。
─ウイニングパットの前に空を見上げていましたが、どういう
気持ちでいたのですか。
前の年に父が亡くなったのもありましたし、吹っ切るのに時間が
かかったのもあったので、優勝出来たことが嬉しいというよりも
ホッとした気持ちが強かったですね。やっと父に良い報告が出来
たなと、空を見上げていろいろ考えていました。父に捧げる勝利
は強かったですね。メジャーは他の試合とは違うし、それを獲る
ことを父も夢に見ていたので、生きているうちに見せられなかっ
たのは心残りでしたけど、亡くなってから初勝利がメジャーだっ
たというのは良かったかなと思います。
─メジャーチャンピオンになって何か自分の中で変わった
ことは。
そうですね…どうですかね？あまり変わってない気がしますね。ただ、
私は4大メジャーの1つを制してから、もっと遠い存在に感じてい
たメジャーが少し近くなったかなという気はします。もう少し頑張
ればあと3つ獲れるかもしれないという気持ちは出てきました。
─メジャータイトルを獲るには何が必要だと感じますか。
去年は自分でも感じるぐらい強い気持ちというか、がむしゃらに
貪欲にゴルフをやっていたような気がします。4日間でコースも
難しいし、体力も精神的にも削られていくんですけど、最後は気持
ちの差だと感じましたね。私は、優勝ブランクの2年6ヶ月の間す

ごく苦しんできたし、もう絶対勝てないんじゃないかと思った時期
もありました。そういうことがあったからこそ、気持ちの面で負けな
かったのかなというのはあります。
─優勝の後、右肘の故障で長期離脱という、また苦しい時期
がありましたが。
考えれば考えるほど気持ちが暗くなってしまうので、ケガをしている
期間しか出来ないことを1つ1つ見つけてトレーニングなり、基礎
からやっていこうと、結構前向きに出来ました。ストレッチを多くやる
ようになったし、肘が痛いと球が打てないので、下半身の強化や肩
のインナーマッスルの強化とかを中心にトレーニングをしていました。
─今のケガの状態はいかがですか。
今はほとんど痛みは出ていないですね。ここからが勝負かなとい
う感じはあります。今の状態は100%まではいかないけど、80％
くらいの状態まで回復しています。試合勘やゲームの組み立ては、
まだまだ戻っていない所がありますけど、選手権までの残り4～
5試合で戻せるよう、焦点を合わせたいと思います。
─今年の舞台となるタラオカントリークラブの印象は。
率直な感想としては、昨年のキングフィールズに比べるとそこ
まで難しくないなと感じました。パー5も2つで届きますし、池
が絡むホールもありますけど、どちらかに逃げることが出来ますし。
でも、ラフが伸びてくるとまた別の顔が見えてくるとは思いますね。
今年のコースは特にINコースが勝負になると思うので、1日1日を
大切にラウンドしていきたいと思います。
─連覇へ向けての意気込みをお聞かせ下さい。
昨年、勝った時に最終日にすごい楽しくゴルフが出来たんですよ。
あんなに楽しく優勝争いが出来たのは初めてだった気がするん
ですよね。連覇したい気持ちは当然ありますけど、それ以前に楽し
く試合が出来れば良いなと思います。
─ディフェンディングチャンピオンとしてギャラリーの方々も
注目されると思いますが。
注目されるのは嬉しいですけど、それがプレッシャーにならないよ
うにやりたいと思います。結構空回りするタイプなので(笑)。意識
しないようにやりたいと思います。私は、攻撃的なゴルフが持ち味
ですから、コースが変わったとしてもそれは通していきたいと思っ
ているので、攻めまくるプレーを是非見て欲しいですね。

17



Player’s Profile
（8月20日現在）選手プロフィール紹介

S
aiki Fujita

藤
田

　
幸
希

Yuko Mitsuka

三塚　優子
S
hinobu M

orom
izato

諸
見
里
し
の
ぶ

ダ
イ
キ
ン
工
業

H
yun-J

u S
hin

辛
　
炫

　
周

　

1985年11月22日（静岡県）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

▶12年獲得賞金：6,059,600（63位）
▶12年平均ストローク：73.5294（55位）
▶ 通算優勝回数：5回
▶ ロレックスランキング：78位

1984年9月21日（茨城県）
LPGA入会：2007年12月1日（79期生）

▶12年獲得賞金：7,339,000（57位）
▶12年平均ストローク：73.1168
▶ 通算優勝回数：4回
▶ ロレックスランキング：130位

1986年7月16日（沖縄県）
LPGA入会：2005年8月1日（77期生）

▶12年獲得賞金：20,354,756（23位）
▶12年平均ストローク：72.4947（32位）
▶ 通算優勝回数：9回
▶ ロレックスランキング：121位

1980年7月13日（韓国）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

▶12年獲得賞金：21,118,000（22位）
▶12年平均ストローク：72.9377（41位）
▶ 通算優勝回数：6回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：106位

A
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O

1983年7月11日（千葉県）
LPGA入会：2005年8月1日（77期生）

▶12年獲得賞金：16,217,421（31位）
▶12年平均ストローク：72.8047（37位）
▶ 通算優勝回数：6回
▶ ロレックスランキング：97位

Defending champion
10年優勝

07年優勝08年優勝09年優勝
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1972年4月14日（熊本県）
LPGA入会：1992年9月1日（64期生）

▶12年獲得賞金：354,000（135位）
▶12年平均ストローク：75.5385
▶ 通算優勝回数：10回

1973年6月29日（神奈川県）
LPGA入会：1992年9月1日（64期生）

▶12年獲得賞金：2,082,285（96位）
▶12年平均ストローク：73.8255
▶ 通算優勝回数：24回
▶ ロレックスランキング：135位

Yuri Fudoh

不
動

　
裕
理

　

1976年10月14日（熊本県）
LPGA入会：1996年9月1日（68期生）

▶12年獲得賞金：26,687,500（17位）
▶12年平均ストローク：71.0233（5位）
▶ 通算優勝回数：50回
▶ ロレックスランキング：35位

95、00年優勝 97年優勝03、05年優勝

1968 Hisako Higuchi

1969 Hisako Higuchi

1970 Hisako Higuchi

1971 Hisako Higuchi

1972 Hisako Higuchi

1973 Hisako Higuchi

1974 Hisako Higuchi

1975 Sayoko Yamazaki

1976 Hisako Higuchi

1977 Hisako Higuchi

1978 Yuko Moriguchi

1979 Ayako Okamoto

1980 Tatsuko Ohsako

1981 Mieko Suzuki

1982 Ayako Okamoto

1983 Tatsuko Ohsako

1984 Yueh-Chyn Huang

1985 Ai-Yu Tu

1986 Kayoko Ikoma

1987 Fusako Nagata

1988 Tatsuko Ohsako

1989 Fukumi Tani

1990 Ayako Okamoto

1991 Tatsuko Ohsako

1992 Ok-Hee Ku

1993 Kaori Harada

1994 Kumiko Hiyoshi

1995 Aki Takamura

1996 Ikuyo Shiotani

1997 Akiko Fukushima

1998 Michiko Hattori

1999 Fuki Kido

2000 Aki Takamura

2001 Kumiko Hiyoshi

2002 Ok-Hee Ku

2003 Yuri Fudoh

2004 Kaori Higo

2005 Yuri Fudoh

2006 Ai Miyazato

2007 Akane Iijima

2008 Hyun-Ju Shin

2009 Shinobu Moromizato

2010 Saiki Fujita

2011 Yuko Mitsuka

PAST CHAMPIONS
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1987年8月31日（韓国）
LPGA入会：2011年1月1日（83期生）

▶12年獲得賞金：61,879,500（2位）
▶12年平均ストローク：70.6000（2位）
▶ 通算優勝回数：9回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：9位

1979年2月12日（韓国）
LPGA入会：2000年9月1日（72期生）

▶12年獲得賞金：45,566,250（7位）
▶12年平均ストローク：71.3077（11位）
▶ 通算優勝回数：17回（12年2勝）
▶ ロレックスランキング：22位

1987年11月22日（熊本県）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

▶12年獲得賞金：52,077,133（5位）
▶12年平均ストローク：70.9468（3位）
▶ 通算優勝回数：12回（12年2勝）
▶ ロレックスランキング：20位

1982年11月1日（韓国）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

▶12年獲得賞金：91,258,332（1位）
▶12年平均ストローク：69.9176（1位）
▶ 通算優勝回数：20回（12年3勝）
▶ ロレックスランキング：23位

1987年11月4日（熊本県）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

▶12年獲得賞金：52,223,808（4位）
▶12年平均ストローク：71.1473（9位）
▶ 通算優勝回数：2回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：41位

1982年12月30日（福岡県）
LPGA入会：2002年9月1日（74期生）

▶12年獲得賞金：17,099,704（30位）
▶12年平均ストローク：72.0790（20位）
▶ 通算優勝回数：3回
▶ ロレックスランキング：42位

1984年9月22日（広島県）
LPGA入会：2007年12月1日（79期生）

▶12年獲得賞金：50,206,553（6位）
▶12年平均ストローク：71.0833（7位）
▶ 通算優勝回数：4回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：33位

1985年12月13日（鹿児島県）
LPGA入会：2004年9月1日（76期生）

▶12年獲得賞金：41,108,750（9位）
▶12年平均ストローク：71.1453（8位）
▶ 通算優勝回数：18回
▶ ロレックスランキング：32位

1989年8月5日（中国）

▶12年獲得賞金：40,475,333（10位）
▶12年平均ストローク：71.0556
▶ 通算優勝回数：4回（12年2勝）
▶ ロレックスランキング：3位

Player’s Profile
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1974年2月2日（広島県）
LPGA入会：1996年9月1日（68期生）

▶12年獲得賞金：13,067,899（43位）
▶12年平均ストローク：72.9416（42位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：98位

1990年5月28日（岡山県）
LPGA入会：2009年8月1日（81期生）

▶12年獲得賞金：9,447,535（47位）
▶12年平均ストローク：72.8058（38位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：79位

1981年12月25日（福岡県）
LPGA入会：2002年9月1日（74期生）

▶12年獲得賞金：15,340,950（37位）
▶12年平均ストローク：72.5712（34位）
▶ 通算優勝回数：6回
▶ ロレックスランキング：89位

1977年5月25日（宮崎県）
LPGA入会：2000年9月1日（72期生）

▶12年獲得賞金：1,833,400（99位）
▶12年平均ストローク：72.7267
▶ 通算優勝回数：12回
▶ ロレックスランキング：57位

1977年4月25日（群馬県）
LPGA入会：2002年9月1日（74期生）

▶12年獲得賞金：29,585,786（14位）
▶12年平均ストローク：71.4052（12位）
▶ 通算優勝回数：5回
▶ ロレックスランキング：63位

1983年12月22日（沖縄県）
LPGA入会：2004年9月1日（76期生）

▶12年獲得賞金：17,815,828（27位）
▶12年平均ストローク：72.3474（27位）
▶ 通算優勝回数：3回
▶ ロレックスランキング：68位

1986年2月22日（韓国）
LPGA入会：2010年1月1日（82期生）

▶12年獲得賞金：15,626,571（34位）
▶12年平均ストローク：72.0563（19位）
▶ 通算優勝回数：3回
▶ ロレックスランキング：48位

1989年8月14日（愛知県）
LPGA入会：2012年1月1日（84期生）

▶12年獲得賞金：11,384,357（45位）
▶12年平均ストローク：72.7146（35位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：85位

M
ayu H
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部
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夕

Ｌ
Ｉ
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Ｌ

1988年3月3日（愛知県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

▶12年獲得賞金：57,696,474（3位）
▶12年平均ストローク：71.0268（6位）
▶ 通算優勝回数：4回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：40位
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1988年7月12日（韓国）
LPGA入会：2011年1月1日（83期生）

▶12年獲得賞金：29,615,216（13位）
▶12年平均ストローク：70.5128
▶ 通算優勝回数：4回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：11位

1985年9月17日（韓国）
LPGA入会：2011年1月1日（83期生）

▶12年獲得賞金：2,775,000（90位）
▶12年平均ストローク：74.5168（78位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：141位

1990年1月8日（京都府）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

▶12年獲得賞金：39,144,065（11位）
▶12年平均ストローク：71.2913（10位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：55位

1988年7月6日（韓国）
　

▶12年獲得賞金：15,569,764（35位）
▶12年平均ストローク：72.2531（23位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：108位

1985年12月10日（韓国）
LPGA入会：2011年1月1日（83期生）

▶12年獲得賞金：13,600,416（41位）
▶12年平均ストローク：72.3846（29位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：70位

1987年10月17日（韓国）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

▶12年獲得賞金：5,455,200（68位）
▶12年平均ストローク：73.5443（57位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：165位

1978年11月7日（中国）
　

▶12年獲得賞金：8,920,500（50位）
▶12年平均ストローク：73.4548（52位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：102位

1985年7月4日（熊本県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

▶12年獲得賞金：7,407,308（55位）
▶12年平均ストローク：73.2569（46位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：145位

Player’s Profile
Teresa Lu
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サ・ル
ー

　

1987年10月13日（台湾）
　

▶12年獲得賞金：16,010,945（33位）
▶12年平均ストローク：72.1856（22位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：107位
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1984年6月22日（兵庫県）
LPGA入会：2005年8月1日（77期生）

▶12年獲得賞金：7,250,750（58位）
▶12年平均ストローク：73.6431（59位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：192位

1980年9月9日（オーストラリア）
　

▶12年獲得賞金：8,543,500（51位）
▶12年平均ストローク：72.4444（31位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：116位
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1989年1月12日（韓国）
　

▶12年獲得賞金：15,536,583（36位）
▶12年平均ストローク：73.0355（43位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：104位

1986年4月25日（韓国）
　

▶12年獲得賞金：21,216,633（21位）
▶12年平均ストローク：72.0014（17位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：101位

1990年4月5日（山形県）
LPGA入会：2009年8月1日（81期生）

▶12年獲得賞金：24,989,375（19位）
▶12年平均ストローク：72.9256（40位）
▶ 通算優勝回数：1回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：122位

1976年3月15日（韓国）
　

▶12年獲得賞金：28,643,808（15位）
▶12年平均ストローク：71.5176（13位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：80位

1980年2月2日（韓国）
　

▶12年獲得賞金：15,015,500（39位）
▶12年平均ストローク：72.0421（18位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：115位

1987年4月28日（神奈川県）
LPGA入会：2009年8月1日（81期生）

▶12年獲得賞金：31,341,475（12位）
▶12年平均ストローク：72.1173（21位）
▶ 通算優勝回数：1回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：95位

1988年8月21日（韓国）
　

▶12年獲得賞金：44,563,166（8位）
▶12年平均ストローク：71.0025（4位）
▶ 通算優勝回数：1回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：46位
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1982年11月19日（韓国）
LPGA入会：2007年12月1日（79期生）

▶12年獲得賞金：15,339,475（38位）
▶12年平均ストローク：72.3111（25位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：148位

1977年4月3日（オーストラリア）
　

▶12年獲得賞金：210,000（150位）
▶12年平均ストローク：76.4603
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：196位

1989年12月26日（神奈川県）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

▶12年獲得賞金：22,441,000（20位）
▶12年平均ストローク：72.5558（33位）
▶ 通算優勝回数：1回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：132位

1988年6月9日（新潟県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

▶12年獲得賞金：28,215,132（16位）
▶12年平均ストローク：71.8841（16位）
▶ 通算優勝回数：2回（12年1勝）
▶ ロレックスランキング：109位

1985年5月28日（熊本県）
LPGA入会：2010年8月1日（82期生）

▶12年獲得賞金：26,564,403（18位）
▶12年平均ストローク：71.8528（14位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：120位

Player’s Profile
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青山　加織 赤堀　奈々 浅間　生江 東　　浩子 穴井　　詩
エディオン スタジオアリス 廣済堂 雄山

天沼知恵子 有村　智恵 アン ソンジュ イ　　ジウ 李　知　姫
太平洋クラブ 日本ヒューレット・パッカード

イ　　ナリ イ　　ヘス イ　　ボミ 飯島　　茜 葉　莉　英
Apex 正官庄 TOTO

池内真梨藻 井芹美保子 一ノ瀬優希 ウェイ ユンジェ 上原　彩子
加賀電子 モスフードサービス

遠藤　冴子 大江　香織 大城さつき 大谷奈千代 大山　志保
小名浜CC 大和ハウス工業

岡崎　綾子 岡村　　咲 小山内優代 小澤　瑞穂 O.サタヤバンポット
ユニオンテック セベバレステロスGC泉C Chang

表　　純子 加藤あづみ 金田　愛子 金田久美子 川原　由維
中部衛生検査センター オークビレッヂGC レプロエンタテインメント

姜　秀　衍 姜　如　珍 菊地絵理香 鬼澤　信子 北田　瑠衣
イーエックスSDP

木戸　　愛 キム　ソヒ 金　　ナリ 木村　敏美 日下部智子
ゼンリン 軽撃区　ゆるり 富田興業 伊藤園

国本　百恵 高　又　順 甲田　良美 香妻　琴乃 小林　英恵
サマンサタバサ

サイ ペイイン 佐伯　三貴 斉藤　愛璃 斉藤　裕子 酒井　千絵
日立アプライアンス 程ヶ谷CC 帆風

酒井　美紀 櫻井　有希 佐々木慶子 下川めぐみ 下村真由美
スズキトラスト アコーディア・ゴルフ

ジャン ウンビ 全　美　貞 辛　炫　周 鈴木　佳恵 園田絵里子
WOONG-JIN COWAY 眞露 東名古屋CC

宋　　ボベ 高島早百合 高島　　幸 高橋　智子 高濱　弘子
小松CC エージー・ジャパン ゴルフスタジアム 富士桜CC

高村　亜紀 竹末　裕美 竹村　真琴 タミー・ダーディン チェン ミンエン
GOLF5 JTB西日本

近本　英恵 辻村明須香 テレサ・ルー 土肥功留美 豊永　志帆
日本食研 IDEC

ナ　　ダエ 永井　奈都 永石　美香 中田　美枝 中村　香織
新大阪GC 北一ミート

中山　三奈 成田美寿々 西　　麻里 西　美貴子 西山ゆかり
洲本GC アステオ

ニッキー・キャンベル 野村　敏京 朴　仁　妃 橋本　香菜 服部　真夕
GOLF5 LIXIL

馬場ゆかり 原　江里菜 黄　アルム フォン シャンシャン 福嶋　晃子
ビックカメラ ヤマハ NEC

福嶋　浩子 福田　裕子 藤田　幸希 藤野オリエ 藤本　麻子
エバーケア 関西軽井沢GC 葛城GC 富士通

不動　裕理 P.チュティチャイ 堀　奈津佳 本多　弥麗 前田久仁子
SINGHA 富士平原GC

槇谷　　香 三塚　優子 三橋　里衣 村田　理恵 茂木　宏美
TDCプランニング つるやゴルフ 赤城CC

森田理香子 諸見里しのぶ ヤオ シュエイー 大和笑莉奈 山村　彩恵
リコー ダイキン工業

山本亜香里 山本　薫里 楊　涛　麗 ヤング・キム 横峯さくら
タラオCC アコーディア・ゴルフ SKIN FOOD エプソン

吉田弓美子 リ　エスド 笠　りつ子 呂　雅　惠 若林舞衣子
イーグルポイントGC 京セラドキュメントソリューションズ ヨネックス

  出場選手一覧 （五十音順）

（8月20日現在）

All Players
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Past Champions

年度 開催日 開催コース　ヤード・パー 優勝者 賞金総額
優勝賞金 スコア 2位

との差 2位 参加
者数

1968.7.17-18 天城CC（静岡）　6,230Y・73 樋口　久子 450,000
150,000

112・110
=222(+3) 4 二瓶　綾子 26

1969.7.24-25 貞宝CC（愛知）　6,575Y・74 樋口　久子 620,000
200,000

113・112
=225(+3) 6 大場　藤子 40

1970.7.23-24 貞宝CC（愛知）　6,575Y・74 樋口　久子 947,000
250,000

115・112
=227(+5) 5 岡田美智子 43

1971.7.24-25 貞宝CC（愛知）  6,575Y・74 樋口　久子 1,670,000
500,000

113・115
=228(+6) 6 山崎小夜子 46

1972.7.12-14 貞宝CC（愛知）  6,575Y・74 樋口　久子 3,590,000
1,000,000

73・77・75
=225(+3) 3 山崎小夜子 45

1973.8.21-23 貞宝CC（愛知）  6,575Y・74 樋口　久子 5,316,000
1,500,000

70・72・76
=218(-4) 10 山崎小夜子 63

1974.7.26-28 久山CC（福岡）  6,110Y・72 樋口　久子 6,000,000
1,500,000

70・78・72
=220(+4) 9 鳥山由紀子 68

1975.7.11-13 PLCC（大阪）  6,325Y・74 山崎小夜子 10,000,000
1,800,000

74・74・75
=223(+1) 1 大迫たつ子 88

1976.7.23-25 PLCC（大阪）  5,742M・74 樋口　久子 10,000,000
1,500,000

76・71・75
=222(0) 3 則竹　德江 87

1977.7.22-24 PLCC（大阪）  5,742M・74 樋口　久子 12,000,000
1,800,000

74・73・71
=218(-4) 2 岡本　綾子 100

1978.7.14-16 PLCC（大阪）  5,742M・74 森口　祐子 12,000,000
1,800,000

72・74・69
=215(-7) 1 大迫たつ子 110

1979.7.13-15 PLCC（大阪）  5,680M・74 岡本　綾子 15,000,000
2,500,000

70・65・70
=205(-17) 2 大迫たつ子 113

1980.7.11-13 蒲生GC（滋賀）  5,568M・72 大迫たつ子 15,000,000
2,500,000

71・68・73
=212(-4) 4 日蔭　温子 112

1981.9.25-27 五井CC（千葉）  5,450M・72 鈴木美重子 15,000,000
2,500,000

73・71・69
=213(-3) P.O. 涂　阿　玉、大迫たつ子

小林　洋子 113

1982.9.23-26 高岡CC（富山）  5,780M・72 岡本　綾子 20,000,000
3,000,000

72・70・67・74
=283(-5) 1 樋口　久子 113

1983.9.22-25 蒲生GC（滋賀）  5,383M・72 大迫たつ子 25,000,000
4,000,000

70・70・75・73
=288(0) P.O. 涂　阿　玉 115

1984.9.20-23 信州伊那国際GC（長野）  5,799M・72 黄　 　 30,000,000
5,000,000

73・66・71・75
=285(-3) 1 大迫たつ子

岡本　綾子 119

1985.9.19-22 烏山城CC（栃木）  5,755M・72 涂　阿　玉 30,000,000
5,000,000

68・74・72・70
=284(-4) 3 陳　麗　英 112

1986.9.11-14 ABCGC（兵庫）  5,664M・72 生駒佳与子 40,000,000
7,000,000

69・69・72・70
=280(-8) P.O. 浜田　光子

高村　博美 119

1987.9.10-13 あさひケ丘CC（栃木）  6,225Y・72 永田富佐子 40,000,000
7,000,000

70・67・72・72
=281(-7) P.O. 𠮷川なよ子 119

1988.9.8-11 ABCGC（兵庫）  6,305Y・72 大迫たつ子 40,000,000
7,000,000

73・68・71・69
=281(-7) 1 中島恵利華 120

1989.9.7-10 大金GC（栃木）  6,243Y・72 谷　　福美 40,000,000
7,000,000

68・69・70・69
=276(-12) 8 岡本　綾子、小林　浩美

日蔭　温子 120

1990.9.6-9 広陵CC（栃木）  6,250Y・72 岡本　綾子 45,000,000
8,100,000

71・73・68・70
=282(-6) 5 高村　博美 120

1991.9.12-15 旭国際東條CC（兵庫）  6,509Y・72 大迫たつ子 60,000,000
8,100,000

74・68・71=213(-
3) 4 高須　愛子 118

1992.9.10-13 平川CC（千葉）  6,505Y・72 具　玉　姫 60,000,000
10,800,000

74・72・71・68
=285(-3) 2 岡本　綾子

服部　道子 130

1993.9.9-12 旭国際浜村温泉GC（鳥取）  6,428Y・72 原田　香里 65,000,000
11,700,000

71・72・71・70
=284(-4) 3 安井　純子 132

1994.9.8-11 穂高CC（長野）  6,472Y・72 日吉久美子 65,000,000
11,700,000

69・77・68・71
=285(-3) 2 平瀬真由美 132

1995.9.7-10 ザ・クラシックGC（福岡）  6,463Y・72 高村　亜紀 65,000,000
11,700,000

74・70・69・69
=282(-6) 4 福嶋　晃子 128

1996.9.5-8 長岡CC（新潟）  6,427Y・72 塩谷　育代 65,000,000
11,700,000

74・70・71・68
=283(-5) 1 肥後かおり 132

1997.9.11-14 富士C塩河C（岐阜）  6,532Y・73 福嶋　晃子 70,000,000
12,600,000

72・69・70・72
=283(-9) 5 島袋　美幸 132

1998.9.10-13 美浦GC（茨城）  6,550Y・72 服部　道子 70,000,000
12,600,000

72・73・69・76
=290(+2) 3 川波　由利 131

1999.9.9-12 琵琶湖CC（滋賀）  6,500Y・72 城戸　富貴 70,000,000
12,600,000

71・69・71・70
=281(-7) 6 米山みどり 132

2000.9.7-10 リベラルヒルズGC（福島）  6,409Y・72 高村　亜紀 70,000,000
12,600,000

71・70・72・74
=287(-1) P.O. 米山みどり、小野　香子

中野　晶、天沼知恵子 131

2001.9.6-9 ロペC（栃木）  6,523Y・72 日吉久美子 70,000,000
12,600,000

70・67・72・73
=282(-6) 1 福嶋　晃子

木村　敏美 132

2002.9.12-15 太平洋C六甲C（兵庫）  6,480Y・72 具　玉　姫 70,000,000
12,600,000

68・71・71・73
=283(-5) 1 木村　敏美 132

2003.9.11-14 太平洋C＆アソシエイツ江南C（埼玉）  6,487Y・72 不動　裕理 70,000,000
12,600,000

67・68・72・70
=277(-11) 4 大場美智恵

古閑　美保 132

2004.9.9-12 太平洋C＆アソシエイツ益子C（栃木）  6,537Y・72 肥後かおり 70,000,000
12,600,000

73・72・69・67
=281(-7) 5 表　純子 132

2005.9.8-11 名神八日市CC（滋賀）  6,509Y・72 不動　裕理 70,000,000
12,600,000

74・67・71・66
=278(-10) 2 宮里　藍 132

2006.9.7-10 二ドムクラシックCニスパC（北海道）  6,526Y・72 宮里　藍 100,000,000
18,000,000

70・68・74・70
=282(-6) 3 辛　炫　周 132

2007.9.6-9 リージャスクレストGC グランドC（広島）  6,560Y・72 飯島　茜 100,000,000
18,000,000

71・68・67・68
=274(-14) 4 横峯さくら 132

2008.9.11-14 片山津GC白山C（石川）  6,545Y・72 辛　炫　周 100,000,000
18,000,000

67・71・68・77
=283(-5) 1 横峯さくら 132

2009.9.10-13 岐阜関CC東C（岐阜）  6,632Y・72 諸見里しのぶ 140,000,000
25,200,000

72・67・70・73
=282(-6) 6 全　美　貞 132

2010.9.9-12 グランデージGC（奈良）  6,601Y・72 藤田　幸希 140,000,000
25,200,000

67・68・71・69
=275(-13) 4 ニッキー・キャンベル 132

2011.9.8-11 キングフィールズGC（千葉）  6,700Y・72 三塚　優子 140,000,000
25,200,000

67・71・75・69
=282(-6) 4 フォン シャンシャン 132

P.O.：プレーオフ

歴代優勝者一覧 1968~2O11
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激闘必至の4日間競技を制すのは
　　　　技術力と精神力、そしてスタミナ！

　国内女子ツアーが、「日本人選手vs
（韓国を中心とした）外国人選手」と
いう構図となって久しい。今大会もそ
の傾向を色濃く映しながら、優勝争い
は熾烈を極めそうだ。
　まずは外国勢から見ていこう。今
季の上半期を振り返ると、韓国の全
美貞の活躍がひときわ目立つ。開幕
から8月第3週のCAT Ladiesまで
20試合に出場し、リゾートトラスト
レディス、日医工女子オープン、CAT 
Ladiesに優勝、16試合でトップ10
入り（内14試合はトップ5入り、優勝
含む）を果たしている。しかもオーバー
パーフィニッシュは一度だけ。賞金ラ
ンキングはもちろん、平均ストローク、
平均パット数、パーセーブ率、平均
バーディー数でトップを独走中だ。当
然、今大会の優勝候補の筆頭といえ
るだろう。

　この全に続くのが、同じく韓国のアン 
ソンジュと李知姫だ。アンは今季、故
障もあっていま一つ波に乗り切れない
感がある。それでもメジャー初戦、ワー
ルドレディスサロンパスカップを制し、
賞金ランキングも2位につけるのはさ
すが。実力どおりのプレーができれば、
全を脅かす存在となる。
　一方の李はTポイントレディス、中
京テレビ・ブリヂストンレディスの2試
合で優勝。ベテランならではの落ち着
きと優れたコースマネジメントで、今大
会初優勝を目指す。
　もう一人、中国のフォン シャンシャ
ンも要マーク。今季ヨネックスレディ
ス、meijiカップに優勝。6月には米
LPGAツアーのメジャー、ウェグマンズ
LPGA選手権も制した。勝利への嗅覚
は人一倍なだけに、侮れない存在と
なりそうだ。

「日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯」は、国内女子ツアー今季2戦目となるメジャータイトル。
女子にとっては厳しい4日間競技では、確かな技術力と決して諦めない精神力、さらには最後の一打まで
しっかり振り切れるだけのスタミナが要求される。混戦必至の今大会、最後に栄冠を手にできるのは誰だ。

今大会のみどころ

台風の目は全美貞を中心とした韓国勢

順位 名　前 試合数 平均
ポイント

1 Yani Tseng（TPE） 48 14.52 
2 Stacy Lewis（USA） 53 8.42 
3 Shanshan Feng（CHN） 54 8.41 
4 Na Yeon Choi（KOR） 54 8.29 
5 Ai Miyazato（JPN） 48 7.68 
6 Suzann Pettersen（NOR） 44 7.28 
7 Amy Yang（KOR） 45 6.42 
8 Cristie Kerr（USA） 45 6.19 
9 Sun Ju Ahn（KOR） 52 6.05 
10 Mika Miyazato（JPN） 53 5.98 
11 Inbee Park（KOR） 64 5.70 
12 Brittany Lincicome（USA） 45 5.57 
13 So Yeon Ryu（KOR） 52 5.55 
14 I.K. Kim（KOR） 43 5.54 
15 Jiyai Shin（KOR） 52 5.30 
16 Paula Creamer（USA） 45 5.25 
17 Azahara Munoz（ESP） 51 5.20 
18 Sun Young Yoo（KOR） 46 5.19 
19 Angela Stanford（USA） 46 5.15 
20 Chie Arimura（JPN） 57 4.75 
21 Karrie Webb（AUS） 43 4.67 
22 Ji-Hee Lee（KOR） 54 4.48 
23 Mi-Jeong Jeon（KOR） 61 4.39 
24 Catriona Matthew（SCO） 41 4.22 
25 Brittany Lang（USA） 47 4.21 
26 Lexi Thompson（USA） 33 3.97 
27 Sandra Gal（DEU） 49 3.70 
28 Anna Nordqvist（SWE） 48 3.65 
29 Se-Ri Pak（KOR） 34 3.61 
30 Morgan Pressel（USA） 49 3.61 
31 Hee Kyung Seo（KOR） 52 3.54 
32 Sakura Yokomine（JPN） 64 3.49 
33 Miki Saiki（JPN） 63 3.29 
34 Ha Neul Kim（KOR） 40 3.26 
35 Yuri Fudoh（JPN） 46 3.09 
36 Hee Young Park（KOR） 52 3.00 
37 Caroline Hedwall（SWE） 41 2.89 
38 Maria Hjorth（SWE） 43 2.82 
39 Michelle Wie（USA） 42 2.72 
40 Mayu Hattori（JPN） 66 2.69 
41 Ritsuko Ryu（JPN） 63 2.69 
42 Yukari Baba（JPN） 65 2.66 

（8月20日現在）

2012ロレックスランキング

全美貞
李知姫

アン ソンジュ

28



　さて、そんな外国勢に立ち向かう
日本人選手は、3トップとして有村
智恵、笠りつ子、そして佐伯三貴が
挙げられる。有村は今季、左手首の
故障で出遅れたが、復帰後はサイ
バーエージェントレディス、スタン
レーレディスの2試合で優勝。賞金
ランキングも5位まで上げてきてい
る。勝ち方を知っているプレーヤー
なだけに、今大会も大きな期待が
かかる。
　笠は、昨年から今年にかけて急
成長。今季はヤマハレディースオー
プン葛城でプロ入り2勝目を飾っ
たのをはじめ、11試合でトップ10
フィニッシュ（優勝含む）。まさに
“伸び盛り”といった感じで、その勢
いはいまやツアー界随一といって
いいだろう。
　佐伯も安定した戦いぶりが目立

つ。スタジオアリス女子オープンに
優勝したほか、常に上位を脅かす
存在だ。4日間競技のサントリー
レディスオープンでは2位につける
など、長丁場での戦い方も知ってい
る。この3選手にとっては、いずれ
も初のメジャータイトル。気持ちの
強い選手が最後に笑いそうだ。
　もちろん人気、実力ともトップに
君臨する横峯さくらも外せない。
昨年6月以来勝利から遠ざかって
いるが、常時トップ10に顔を出す
だけの力は健在。今大会のタイト
ルを手中に納め、その存在感を存
分にアピールしたいところだ。
　さらには、アース・モンダミンカッ
プ最終ホールを圧巻のバーディー
で締めくくり、自ら今季初優勝を手
繰り寄せた服部真夕、同じく岡本
綾子に師事し、今季は中京テレビ・

ブリヂストンレディス、スタンレー
レディスで2位に入った森田理香子
も楽しみな選手。期待したい。
　今季プロ入り初優勝を飾った、
ニューヒロインたちのプレーもみど
ころの一つに挙げておこう。開幕
戦のダイキンオーキッドレディスで
鮮烈な初優勝を飾った斉藤愛璃、
フジサンケイレディスクラシックを
安定したショットで制した大江香
織、好調なパッティングでサマンサ
タバサ ガールズコレクション・レ
ディースに勝った木戸愛、そして6
ホールにおよぶプレーオフを制し
NEC軽井沢72を勝ち取った吉田
弓美子。いずれも勢いのある若い
力で、ビッグタイトルに挑んでくる
はず。彼女たちの活躍が日本の選
手層に厚みを加え、ますます今大
会を盛り上げるに違いない。

Tournament Preview

ヤングパワーで迎え撃つ日本勢

笠りつ子

有村智恵

横峯さくら
服部真夕

森田理香子

佐伯三貴
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日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯の会場では、
ギャラリーの皆さんに楽しんでいただけるイベントが目白押し。
各イベントで集まった収益金は東日本大震災のチャリティなどに充てられます。
また、LPGAが掲げる「ゴルフを通しての社会貢献」というコンセプトのもと、
ジュニアゴルファーを対象としたイベントもあります。
トッププロたちの迫力あるプレーを間近で見られるだけでなく、
家族みんなが楽しめるイベントが用意されているのも、選手権大会の魅力なのです。

第45回 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯
会場で行われる催し物の数々

LPGAイベントガイド

コニカ　
ミノルタ
コーナー

★ギャラリーゲートオープンは6：00を予定

LPGAイベント

皆さんの
ご参加をお待ち
しています!!

コニカミノルタ
チャリティフォトサービス
▶９月8日（土）
ご希望の選手と一緒に写真撮影ができ
ます。カメラの持ち込みはできません。
こちらで2カット撮影したSDカードと
サイン色紙をお渡しします。
●当日抽選で100組様（1選手につき10組様まで）予定
　※選手棄権などで申し込み後でもご希望に添えない場合もございます。
●撮影時間：ご希望の選手のホールアウト後
●チャリティ金額：2,000円
●抽選券配布時間：ギャラリーゲートオープン★から90分間
　　　　　　　　　　  （インフォメーション付近にて）
●抽選結果発表：8：00にギャラリープラザにて当選番号を発表
　※荒天等により、変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

コニカミノルタチャリティウォーキング
▶９月6日（木）～9月9日（日）
万歩計を装着してゴルフ観戦していただき、歩数に応じて素敵
な賞品をプレゼントします。
●予選ラウンドは先着50名様
　決勝ラウンドは先着150名様
●参加料：1,000円以上のチャリティ
●受付時間：各日ギャラリーゲートオープン★と同時
●受付場所：コニカミノルタコーナー

コニカミノルタ
チャリティダーツゲーム
▶９月6日（木）～9日（日）
1投100円以上のチャリティでダーツゲームを
実施します。賞品として、大会オリジナルグッズ
などを多数ご用意していますので、是非チャレンジ
してください。（各日6：30～ホールアウト後30分）
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ゴルフを
通しての
社会貢献

その他　　
ギャラリー
サービス　

Event Guide

LPGAオリジナルグッズ販売　▶９月6日（木）～9日（日）
LPGAオリジナルグッズ（キャップ、サンバイザー、ボールマーカー、タオル、他）を
販売します。大会限定グッズもお見逃しなく！

LPGAジュニアゴルフクリニック　▶９月8日（土）
開催地在住のジュニアゴルファーを対象にした大会出場選手によるレッスン会。ゴルフの楽しみ
方やマナーを指導します。

小学生親子ゴルフ観戦＆ボランティア体験　▶９月8日（土）～9日（日）
開催地の小学生に大会運営の裏側を見学していただき、様々な角度からゴルフというスポーツ
を紹介します。

LPGAチャリティフォトオークション
▶９月6日（木）～9日（日）
展示している出場選手のサイン入り写真（提供：日本ゴルフ
写真家協会）の中から、ご希望の写真に入札をしていただき
ます。各写真の最高入札額の方に、後日LPGAから入札
いただいたサイン入り写真をお送りします。

LPGA 優勝者当てクイズ
▶９月6日（木）～9日（日）　12時応募締切
所定の用紙に優勝者と優勝スコアを記入し、ご応募ください。
当選者の中から抽選で大会グッズなどの賞品をプレゼントします。

LPGAチャリティ
サイン入り色紙販売
▶９月6日（木）～9日（日）
シード選手のサイン入り色紙
をチャリティ販売。

LPGAスナッグゴルフレッスン　▶９月8日（土）
ゴルフの基本が身に付くスナッグゴルフを使って、女子プロが楽しく、やさしく
指導します。　子ども対象※小学生以上

LPGAチャリティショートゲームレッスン会
▶９月6日（木）・7日（金）
スコアメイクにつながるショートゲーム（アプローチ、バンカー、パッティング）
のレッスン会を行います。これでスコアアップ間違いなし！

LPGAスタンプラリー
▶９月6日（木）～9日（日）
場内６箇所にスタンプ台を設置。それぞれの箇所にある
スタンプを4つ以上そろえた方に賞品をプレゼントします。

LPGAジュニアゴルフレッスン会　2016年 目指せ！世界
▶９月9日（日）
5歳～15歳でゴルフ未経験または初心者を対象に無料レッスン会を行います。

LPGA会員が大会の
運営をバックアップ
LPGAの会員が大会運営スタッフと
して参加し、さまざまな運営業務を
サポートします。

33



Hole Guide
第45回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯

タラオカントリークラブ・西コース

池とバンカーが大胆に配されたチャンピオンコース。
多彩な戦略的ハザードが絡み合い、
心折れずに戦い抜いた者にその栄冠は輝く。
ホール解説 / 入江由香（社団法人日本女子プロゴルフ協会理事）

No.5 390yards par4

Tarao Country Club West Course
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センターからやや左サイドのフェアウェイを
キープできれば、セカンドショットが打ちやすく
なる。

距離のあるPar4。2段グリーンの為、
ピンと同じ面を捕えるには、ティー
ショットのフェアウェイキープが重要。

グリーン右のバンカーは要注意。
ティーショットで確実にグリーンを
捕えたい。

サードショットの距離感が
つかみにくいホール。
得意の距離を残し、大胆に攻めたい。

395yards par4

410yards par4

202yards par3

536yards par5

1

2

3

4

Tarao Country Club West Course

No.1-No.9

Out Total : 3,352yards par36

すく

36



Hole Guide

豪快な打ち下ろしのPar4。
距離が短いので確実にフェアウェイを
キープし、バーディーを狙いたい。

直線的にグリーンを狙うなら、ティーショットの距離に
注意。飛距離がでてしまうと、池が待ち構えている。
やや右サイドを狙うと、セカンドショットの池越えもリスク
が少ない。

セカンドショットの距離感に注意したい。
確実にグリーンを捕えなければ、深いラフと
バンカーで、パーセーブが難しくなる。

飛距離のでる人は、２オン可能なPar５。
ティーショットでミスをすると、難しいライ
からの３打目がのこる。

距離の短いPar3。
確実にグリーンを捕えバーディーを狙いたい。
グリーンオーバーすると、パーセーブは難しい。

359yards par4

390yards par4

404yards par4

506yards par5

15Oyards par3

6

5

7

8

9

を
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ティーショットはやや右サイドをキープ
したい。ラフに入ってしまうと距離がの
こり、パーセーブも難しくなる。

左の林を恐れずに、フェアウェイやや
左サイドをキープしたい。
右に逃げすぎると、バンカーが
待ち構えている。

池に浮いているように見えるPar3。
グリーン・池・バンカーの配置が錯覚
をおこさせる。また、風が吹くと非常に読みにくいので、
距離感に注意。

グリーン横までつながる右の池に注意。
グリーンまわりのラフは難易度が高い。
また、2段グリーンとなっていて、
パッティングの距離感が大事。

533yards par5

396yards par4

167yards par3

349yards par4

1O

11

12

13

Tarao Country Club West Course

No.10-No.18

In Total : 3,318yards par36

注意。
高い。
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Hole Guide

左サイドの池越えとなるが、右に
逃げてしまうとパーオンは難しい。
グリーン左は池に向かって傾斜
している為、注意が必要。

セカンド地点のフェアウェイが2段になって
いる。右サイドの上段を狙うか、狭い左サイド
の下段を狙うか、または段差の手前に止めるか、
しっかりしたコースマネージメントが求められる。

セカンド地点からは打ちおろしとなる、2オン
可能なPar5。しかし、グリーン手前に大きなグラス
バンカーがあり、そのヘビーラフからの脱出は困難と
なる。セカンドショットの正確な距離が求められる。

風をしっかり読んで、確実にグリーンを
捕えたい。オーバーすると傾斜がきつく、
寄せるのは困難。

勇気をもって池越えを狙いたい。
右に逃げるとバンカーが待ち受ける。
グリーンは砲台で、どの位置からも
寄せワンは難しくなる。

406yards par4

382yards par4

5OOyards par5

185yards par3

4OOyards par4

14

15

16

17

18

ド
るか、
れる。

ン
なグラス
出は困難と
められる。
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甲賀市は、平成16年10月に水口町・土山町・甲賀町・甲南町・信楽町の5町が合併し誕生しました。人口は
約9万5千人。滋賀県の東南部に位置し、南は三重県・西は京都府に接しています。日本六古窯のひとつであ
る「信楽焼」と「甲賀流忍者」「東海道の宿場（土山宿・水口宿）」が有名です。新名神高速道路の開通により
大阪・名古屋から車で約1時間30分、京都からは約30分とアクセスが飛躍的に向上しました。

窯元散策路

信楽陶器まつり

信楽たぬきの日 信楽狸かえるでぇ～2012

甲賀市観光ビジネスメッセ

秋
の
イ
ベ
ン
ト

滋賀県立陶芸の森

開 催 地 紹 介

滋賀県 甲賀市

創作・研修・展示などの多様な機能を持ち、信楽焼はもちろん
世界の陶芸に出会うことができる総合的なテーマパークです。
散策をかねて訪れる人で四季を通じて賑わっています。
　住所：甲賀市信楽町勅旨2188-7
　電話：0748-83-0909
　時間：9：30～17：00 ※陶芸館・信楽産業展示館への入館は16:30まで
　料金：陶芸館のみ有料
　休館：月曜日（祝日の場合は翌日）年末年始

登り窯や無造作に積まれた古い火鉢、「陶生町」「焼屋町」と
いった町名が、陶都信楽ならではの風情をかもし出してい
ます。道路に埋め込まれた陶板や陶製の道標を楽しみなが
ら点在する工房をめぐれば、きっとお気に入りの焼き物に
出会えるはずです。
　住所：甲賀市信楽町長野
　電話：0748-82-2345（信楽町観光協会まで）

全国から焼物ファンが集まる「信楽陶器まつり」。市役所信楽
市民センター周辺・特設会場では年に一度の大陶器市を開催
します。陶芸の森産業展示館では信楽陶器総合展で焼き物
文化に触れてください。
　日時：平成24年10月6日（土）～8日（月・祝日）
　場所：信楽町一円

11月8日は「信楽たぬきの日」。日頃から頑張る信楽たぬきの労
をねぎらいながら、期間中様々なイベントを開催します。
　日時：平成24年11月8日（木）～11日（日）
　場所：信楽町一円

甲賀市の観光を国内外に売り出すイベントを開催します。
メッセ会場のほか市内各地で皆様をおもてなしします。
　日時：平成24年11月9日（金）・10日（土）
　場所：ダイヤモンド滋賀（甲賀市土山黒川）他市内各所
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伊賀市は、平成16年11月1日に上野市・伊賀町・島ヶ原村・阿山町・大山田村・青山町の6市町村が合
併し誕生しました。人口は約9万8千人。三重県の北西部に位置し、北は滋賀県、西は京都府、奈良県と
接しています。近畿圏、中部圏の2大都市圏の中間に位置し、車でそれぞれ約1時間の距離です。

伊賀流忍者博物館

上野城薪能

上野天神祭（国指定重要無形文化財）

秋
の
イ
ベ
ン
ト

伊賀上野城

Town Guide

開 催 地 紹 介

三重県 伊賀市
内堀の石垣は30mという日本有数の高さを誇る。
白い三層の美しい城郭は鳳凰が翼を休める姿に
見立てられ「白鳳城」とも呼ばれています。
　住所：伊賀市上野丸之内106
　電話：0595-21-3148
　時間：9：00～17：00
　料金：大人500円　小人200円
　休館：12月29日～12月31日

「忍者屋敷」「忍術体験館」「忍者伝承館」「忍術
ひろば」からなる伊賀流忍者の殿堂。ここでは謎
に包まれた伊賀流忍者の世界を垣間見ることが
できます。
　住所：伊賀市上野丸之内117（上野公園内）
　電話：0595-23-0311
　時間：9：00～17：00
　料金：大人700円　小人400円
　　　 ※ 別料金 忍者ショー 200円、手裏剣打ち体験5枚 200円
　休館：12月29日～1月1日

中秋の名月の夜、かがり火の下で行われる薪能は
幻想的です。
　日時：平成24年9月29日（土）18：00～
　場所：上野公園本丸広場
　　　　（雨天時：上野西小学校体育館）

400年もの歴史を有し、絢爛豪華な9基のダンジリ巡
行や、江戸時代初期～末期作の能面をつけた100体
以上の鬼行列がまちを練り歩きます。
　日時：平成24年10月23日（火）～25日（木）
　　　　 ※雨天中止
　場所：伊賀市上野中心市街地
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これ から
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年 の 変 遷

も、もっと

History of LPGA

1974年、日本女子プロゴルフ協会が正式に発足。中村初代会長を囲んで。
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　神戸で貿易商を営んでいたイギリス人・
アーサー・ヘスケス・グルームが、六甲山
に4ホールのゴルフコースを作ったのが
1901年。日本のゴルフ史の夜明けでし
た。それからおよそ110年の歳月を経て、
我が国のゴルフ界は、目覚しい発展と曲
折を繰り返してきました。
　日本で最初のプロゴルファー・福井覚
治プロの誕生は、1920（大正9）年のこ
とです。その後、長い間プロゴルファーは
男性だけの職業でした。1960（昭和35）
年ごろになって、全国のゴルフ場や練習場
の女子従業員の中から女性もプロフェッ
ショナルとして生計を立てたい、という気
運が高まり始めました。そうした中、1961
（昭和36）年4月24日、当時東京・晴海
にあった東雲ゴルフ場において『日本女子
ゴルフ同好会競技大会』（全国ゴルフ場女
子従業員競技会）が開催されました。
　ゴルフ場や練習場に勤務する“女子プ

ロゴルファーの卵”28人が集まって、ハン
ディキャップ制で行なわれたこの大会が、
日本女子プロゴルフ誕生の嚆矢とされて
います。この大会は、1957（昭和32）年
霞ヶ関カンツリー倶楽部で開かれた『カ
ナダカップ』に優勝し、我が国に最初のゴ
ルフブームをもたらした故・中村寅吉と、
ゴルフショップ経営の傍ら彼女たちの物
心両面の支援者だった松島杲三、それに
当時の東雲ゴルフ場のヘッドプロだった
川波義太郎らの支援で開かれました。
　その後数年のいろいろな努力が実を結
び、1967（昭和42）年日本プロゴルフ協
会は女子のプロテストを実施、日本プロゴ
ルフ協会女子部としてようやく女性にプロ
フェッショナルとしての門戸を開くことに
なりました。10月25日川越カントリーク
ラブで行なわれたこのプロテストは、26
人が受験、全員合格し日本で初の女子プ
ロゴルファーが誕生しました。同時に、す
でにこの時点でプロ活動をしていた15人
にもライセンスが与えられ、計41名が第
1期生となりプロの第一歩を踏み出した
のです。
　翌1968（昭和43）年7月、記念すべき
『第1回日本女子プロゴルフ選手権大会』
が、静岡県の天城カントリー倶楽部で54
ホールのストロークプレーで行なわれ、

年 社　会 LPGA

1
9
6
7

建国記念の日施行。ツ
イッギーが初来日、ミニ
スカートが日本全国を
席巻。ラジオ深夜放送
オールナイトニッポン
が始まる。

日本プロゴルフ協会女
子部設立。川越CCに
て第1回プロテストが
実施され、女子プロゴ
ルファー41名が誕生。

1
9
6
8

川端康成がノーベル
文学賞を受賞。「3億
円強奪事件」。「東大紛
争」。日本初の心臓移
植が行われる。週刊少
年ジャンプが創刊。

7月に第1回日本女子
プロゴルフ選手権、12
月には日本女子オープ
ンの前身、第1回TBS
女子オープンを開催。

1
9
6
9

アポロ11号が月面着
陸に成功。東大安田講
堂陥落など、学園紛争
が沈静化。東名高速道
路が全線開通。

各地で競技会が始ま
る。樋口久子が日本女
子オープンで、女子プ
ロ競技初のホールイン
ワンを達成。

1
9
7
0

大阪で日本万国博覧
会を開催。「日航機よど
号ハイジャック事件」。
三島由紀夫割腹自殺。
植村直己が日本人初
のエベレスト登頂。

樋口久子、佐々木マサ
子が渡米、米女子ツ
アーに参戦。ミニスカー
トが大流行し、多くの
選手が着用。

1
9
7
1

世界でドルショックが
起こる。空前のボーリ
ングブーム到来。マクド
ナルド日本1号店が銀
座にオープン。

大迫たつ子が入会、参
戦以降、1985年のヤ
マハレディスで予選落
ちするまで「278試合
連続予選通過記録」を
樹立する。

1
9
7
2

沖縄返還。田中角栄内
閣発足。上野動物園で
パンダ初公開。札幌冬
季五輪開催。「浅間山
荘事件」。

日本オープン、日本女
子オープンの有料入場
制とNHKでのテレビ中
継が始まる。

1
9
7
3

「オイルショック」。「金
大中事件」発生。江崎
玲於奈がノーベル物
理学賞を受賞。読売巨
人軍「V9」達成。

トヨトミレディスにおい
てアマチュアの清元登
子が優勝。第1回ワー
ルドレディス開 催、
ローラ・ボーが来日。

1
9
7
4

長嶋茂雄が現役を引
退。ユリ・ゲラーが来
日、超能力ブームが起
こる。北の湖が史上最
年少で横綱に昇進。

LPGA発足。日本プロ
ゴルフ協会女子部より
独立し、初代会長に中
村寅吉、理事長に二瓶
綾子が就任。

1
9
7
5

ベトナム戦争終結。日
本赤軍が大使館占拠で
「超法規的措置」。昭
和天皇・皇后両陛下が
初訪米。

岡本綾子、森口祐子、
日陰温子らが入会。岡
本はこの年、美津濃ゴ
ルフトーナメントでツ
アー初優勝を飾る。

1
9
7
6

「ロッキード事件」によ
り、田中角栄前首相逮
捕。毛沢東主席が死
去。南北ベトナム統一。

LPGAジャパンクラシッ
ク（現・ミズノクラシック）
が米女子ツアーの公認
トーナメントに。プロ会
員が100名を超える。

1
9
7
7

日航機が日本赤軍にハ
イジャックされる。青酸
カリコーラ事件。王貞
治が本塁打数世界最
高記録を樹立。

創立10周年。会員数
は143名に。6月に樋
口久子が「全米女子プ
ロゴルフ選手権」で、日
本人初のメジャー制覇
の偉業を達成。

1961神戸で貿易商を営んでいたイギリス人・神戸で貿易商を営んでいたイギリス人・
アーサー・ヘスケス・グルームが、六甲山ーサー・ヘスケス・グルームが、六甲山
に4ホールのゴルフコースを作ったのが4ホールのゴルフコースを作ったのが
1901年。日本のゴルフ史の夜明けでし901年。日本のゴルフ史の夜明けでし

1968場女女

子ププ

ラブで行なわれたこのプロテストは、26ブで行なわれたこのプロテストは、2
人が受験、全員合格し日本で初の女子プ人が受験、全員合格し日本で初の女子
ロゴルファーが誕生しました。同時に、すゴルファーが誕生しました。同時に、す
でにこの時点でプロ活動をしていた15人にこの時点でプロ活動をしていた15人

1961年に日本で初めて開催された女子ゴルフ競技『日本女子ゴルフ同好会競技大会』

1968年 第1回日本女子プロゴルフ選手権大会
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樋口久子が3オーバー・222ストローク
で優勝、栄えある初代チャンピオンとなり
ました。
　賞金総額45万円、優勝賞金15万円と、
現在のトーナメント賞金に比べるとごく
僅かなものでした。また同年12月に、埼
玉県のTBS越谷ゴルフクラブで開催され
た『TBS女子オープン』（1971年から日
本女子オープン）には、女子ゴルフ界初の
オープン競技としてアマチュアを含む98
人の選手が参加しました。2日間36ホー
ルの戦いを制したのも樋口久子。以後、彼
女の圧倒的な強さが“女王”の称号に繋
がったのです。
そうした黎明期を経た1974年（昭和49
年）2月1日、日本プロゴルフ協会の進言
もあり、日本プロゴルフ協会女子部から独
立「日本女子プロゴルフ協会」として自主
運営の道を歩くことになりました。
　初代会長・中村寅吉、理事長・二瓶
綾子の体制で新しくスタートしたのです。
　協会が創設10周年を迎えた1977（昭
和52）年はまた、忘れることのできない年
となりました。6月に開かれた『全米女子
プロゴルフ選手権』で、樋口久子が優勝と
いう金字塔を成し遂げたのです。米女子
ツアー挑戦8年目の彼女自身にとっても
通算40勝目となる快挙でした。
　1974年にプロ入りした岡本綾子が、
初めて日本の賞金女王になったのは

1981年のことです。この年8勝と勝ちま
くった岡本は、翌1982（昭和57）年から
米女子ツアーに本格挑戦、1982年のア
リゾナコパークラシックの優勝を皮切り
に欧米ツアー18勝という輝かしい戦績
を残しました。中でも特筆すべきは1987
年に米女子ツアーのマネークイーンに
なったことでしょう。ツアー最終戦となっ
たマツダジャパンクラシック会場（武蔵丘
GC）でのアメリカから参加した選手たち
の肩車による祝福は、彼女の快挙を一層
印象強くしました。奇しくもこの年は、樋
口の全米女子プロ制覇からちょうど10
年後のことでした。

　1980年代の後半から90年代に入り、
新しい実力者たちが登場し、女子プロゴル
フ界は群雄割拠の様相を呈してきました。
小林浩美、塩谷育代、平瀬真由美、服部
道子、福嶋晃子といった選手たちが国内
外で活躍し、日本の女子プロゴルフ界全
体が底上げされました。樋口久子、岡本綾
子に続いて海外ツアーに挑戦するプレー
ヤーも徐々に現われ、中でも小林浩美、福
嶋晃子は米女子ツアーでも優勝を飾りま
した。
　2000年代に入ると、不動裕理がLPGA
ツアー史上の平均ストロークや年間獲得
賞金など数々の記録を更新し、 2003年

年 社　会 LPGA

1
9
7
8

新東京国際空港開港。
日中平和友好条約調
印。江川問題でドラフト
論争が起こる。サンシャ
イン60完成。

清元登子が日本女子
オープンで樋口久子と
のプレーオフを制し、
公式戦初制覇。賞金総
額が2億円を超える。

1
9
7
9

東京サミット開催。第
2次オイルショック。「三
菱銀行人質事件」。東
名高速日本坂トンネル
で火災事故。ソニーが
「ウォークマン」を発売。

日本女子オープンで
𠮷川なよ子が公式
戦初制覇。涂阿玉が
JLPGAレディーボー
デンカップの初代チャ
ンピオンに。

1
9
8
0

モスクワ五輪開催。日
本、米国、西ドイツが
不参加。イラン・イラ
ク戦争勃発。「1億円
拾得事件」。「なめ猫」
ブーム。

ワールドレディスで
佐々木マサ子が大迫
たつ子とのプレーオフ
を制する。この年、7戦
でプレーオフが行わ
れる。

1
9
8
1

レーガンが第40代米
国大統領に就任。神戸
市でポートピア'81開
催。ダイアナがチャール
ズ皇太子と結婚。

岡本綾子が年間8勝を
マークし、初の賞金女
王に輝く。年間試合数
が33試合に。

1
9
8
2

東北・上越新幹線が開
通。500円硬貨発行。
テレホンカード発売開
始。「ホテルニュージャ
パン火災」。

岡本綾子が米女子ツ
アーで初優勝を飾る。
涂阿玉が年間9勝をあ
げ、初の賞金女王を獲
得。

1
9
8
3

青木功がハワイアン
オープン優勝。東京
ディズニーランド開園。
「大韓航空機撃墜事
件」。任天堂がファミコ
ンを発売。

涂阿玉が、外国人プ
レーヤー初となる日
本女子オープン制覇。
樋口久子が紀文レ
ディスで通算60勝を
達成。

1
9
8
4

新紙幣発行。植村直己
がマッキンリー登頂達
成後、消息不明に。ガ
ンジーが暗殺される。
「グリコ・森永事件」。

岡本綾子が全英女子
オープンを制覇。増田
節子が北海道女子
オープンで世界初の
アルバトロスを達成。

1
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8
5

電電公社（現・NTT）、
日本専売公社（現・JT）
が民営化。「日航機墜
落事故」。阪神タイガー
ス21年ぶりの優勝。

涂阿玉、黄壁洵、黄
ら台湾勢をはじ

め、具玉姫、呉明月な
ど、外国人プレーヤー
が台頭。

1
9
8
6

中嶋常幸がマスター
ズ、全英オープンなど
で活躍。「チェルノブイ
リ原発事故」。「三原山
噴火」。

台湾勢をはじめとする
外国人選手が5週連
続、4週連続優勝を飾
る。中島恵利華がデ
ビューから4ヶ月目で
初優勝。

1
9
8
7

国鉄が民営化、JRグ
ループが誕生。小錦が
外国人初の大関に。石
原裕次郎死去。アサヒ
ビールが「スーパードラ
イ」を発売。

協会創立20周年。会
員数は282名に。文部
省の指導のもと、社団
法人となる。岡本綾子
が米女子ツアーで賞金
女王に輝く。

1
9
8
8

青函トンネル、瀬戸大
橋開通。東京ドーム完
成。「リクルート事件」。
「なだしお事件」。「上
海列車事故」。北海道
の十勝岳が噴火。

𠮷川なよ子が年間5勝
をあげ、賞金女王に輝
く。「ツアー制度」、「イン
ストラクター資格認定
制度」を導入。

1987米女子米女子
とってもても

綾子が、子が
たのはたのは

嶋晃子は米女子ツアーでも優勝を飾嶋晃子は米女子ツアーでも優勝を飾
した。し
　2000年代に入ると、不動裕理がL　2000年代に入ると、不動裕理
ツアー史上の平均ストロークや年間ツアー史上の平均ストロークや
賞金など数々の記録を更新し賞金など数々の記録を更新し 20

1974オープン競技としてアマチュアを含む98オープン競技としてアマチュアを含む98
人の選手が参加しました。2日間36ホーの選手が参加しました。2日間36ホー
ルの戦いを制したのも樋口久子。以後、彼の戦いを制したのも樋口久子。以後、彼
女の圧倒的な強さが“女王”の称号に繋女の圧倒的な強さが“女王”の称号に繋

1987年 岡本綾子が米女子ツアーのマネークイーンに

1977年 樋口久子が全米女子プロ選手権を制覇
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には部門別ランキング全部門制覇の偉業
を果たしました。2004年は通算30勝を
達成し、史上最年少での永久シード権を
獲得。2005年には6年連続の賞金女王
に輝き、“不動裕理の時代”は一層色濃く
なりました。
　その不動を追う選手の中で、2003年
の『ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープ
ン』でアマチュアながら見事優勝の栄冠
を手にした宮里藍が、この優勝を機にプ
ロへ転向。翌年の2004年には年間4勝
を挙げて最終戦まで賞金女王争いを演
じ、プロスポーツ界初の10代での獲得
賞金1億円突破など数々の最年少記録を
塗り替えました。宮里は翌2005年にも
7勝を挙げ、女子プロゴルフ人気の火付
け役となりました。そして2005年2月、
南アフリカで行なわれた『第1回ワールド

カップ女子ゴルフ』で、宮里藍・北田瑠衣の
コンビが優勝という快挙を成し遂げました。
　2006年には、宮里がQTをトップで通
過し米女子ツアーにフル参戦。2006年は
大山志保が年間5勝を挙げ、LPGAツアー
史上最高額（当時）の賞金を獲得し、不動
が6年間守り続けた賞金女王の座を奪取
しました。
　翌2007年は、上田桃子が21歳でLPGA
ツアー史上最年少の賞金女王の座を獲得
しました。2008年は、初戦から17試合目
まで毎試合優勝者が変わり、ベテラン・
中堅・若手それぞれが意地を見せ、大混
戦の1年となりました。中でも古閑美保が
最終戦・最終日・最終ホールで逆転賞金
女王の座を掴んだのは、最後まで何が起き
るかわからない、まさに2008年のLPGA
ツアーを象徴する結末となりました。
　そして2009年も前年と同様に、最終
戦での逆転賞金女王の決定という劇的な

展開となりました。諸見里しのぶ、横峯さ
くら、有村智恵の3人による熾烈な賞金
女王争いの末、横峯さくらが最終戦で逆
転優勝を飾り、ツアー史上最高額となる
年間獲得賞金1億7501万6384円を獲
得し、自身初の賞金女王の座に輝きまし
た。この他、賞金ランキング上位4名が年
間獲得賞金1億円を突破、年間のギャラ
リー数も60万人を超え、10年前に比べ
2倍のギャラリーが会場に訪れるという輝
かしいシーズンとなりました。
　こうした若手・中堅の活躍が目立つ中、
2004年には、これまでツアーを支えてき

年 社　会 LPGA

1
9
8
9

昭和天皇崩御、昭和か
ら平成へ。消費税導入。
美空ひばり死去。ベルリ
ンの壁崩壊。「坂本弁護
士一家殺害事件」。

涂阿玉が6度目の賞金
女王を獲得。通算50勝
を達成し、生涯獲得賞
金1位となる（2005年
に不動裕理が更新）。

1
9
9
0

即位の礼。東西ドイツ
統一。西武が日本シリー
ズで4連勝、巨人を下し
日本一に。勝新太郎コ
カイン所持で逮捕。

廣済堂アサヒゴルフカッ
プで樋口久子が優勝、
通算72勝目。小林浩美
が樋口、岡本に続き米
女子ツアーに参戦。

1
9
9
1

バブル景気終焉。湾岸
戦争勃発。ソ連邦崩壊。
横綱千代の富士引退。
若・貴ブームが起きる。
「雲仙普賢岳噴火」。

服部道子がプロテスト
トップ合格で入会。涂阿
玉が2年ぶり7度目の賞
金女王に輝く。ステップ
アップツアー発足。

1
9
9
2

毛利衛さんが宇宙飛行。
きんさん・ぎんさんブー
ム。バルセロナ五輪で
14歳の岩崎恭子が金メ
ダル獲得。

創立25周年。大物ルー
キー福嶋晃子が入会。
塩谷育代が初の賞金女
王に。「統一予選会」がス
タート。

1
9
9
3

皇太子徳仁親王御成
婚。Jリーグ開幕。曙が
史上初の外国人横綱
に。細川護煕内閣誕生、
55年体制終結。

平瀬真由美が樋口久子
以来、史上2人目となる
20代で賞金女王に。小
林浩美が米女子ツアー
で2勝。

1
9
9
4

社会党・村山富市内閣
発足。関西国際空港開
港。向井千秋さんが宇宙
へ。「松本サリン事件」。

平瀬真由美が樋口久
子、涂阿玉に続き、史上
3人目の2年連続賞金女
王に輝く。

1
9
9
5

青鳥幸男、横山ノックが
初のタレント知事とな
る。「阪神淡路大震災」、
「地下鉄サリン事件」。

大王製紙エリエール
オープンで、岡田美智子
が史上最年長優勝（50
歳312日）。今堀りつが
482試合連続出場。

1
9
9
6

アトランタ五輪で日本
は金3、銀6、鋼5のメダ
ルを獲得。巨人が11.5
ゲーム差を逆転し、リー
グ優勝。

樋口久子がLPGA会長
に就任。岡本綾子が通算
60勝達成。福嶋晃子が
ツアー制度施行後最年
少で賞金女王に。

1
9
9
7

タイガー・ウッズが史上
最年少でマスターズを
制覇。ダイアナ元妃が不
慮の事故死。「神戸連続
児童殺傷事件」。

創立30周年。会員数は
531名に。岡本綾子が日
本女子オープン最年長
優勝記録を46歳89日
に塗り替える。

1
9
9
8

日本がFIFA・W杯に初
出場。長野冬季五輪開
催。「しし座流星群」が観
測される。「和歌山毒物
カレー事件」。

服部道子が年間5勝、
初の賞金女王に。「イン
ストラクター資格認定
制度」導入、「サマーキッ
ズデー」開始。

1
9
9
9

石原慎太郎が都知事に
初当選。2000年問題の
動向が注目される。欧州
統一通貨「ユーロ」導入。

村口史子が初の賞金女
王に輝く。「第1回ピンク
スカップ日韓女子ゴルフ
対抗戦」が開催。

2
0
0
0

シドニー五輪女子マラソ
ンで高橋尚子が金メダ
ル。「雪印集団食中毒事
件」、「地下鉄日比谷線脱
線事故」。

不動裕理が年間6勝を
あげ、ツアー史上初の年
間1億円を突破、初の賞
金女王となる。

20037勝を挙げ、女子プロゴルフ人気の火付7勝を挙げ、女子プロゴルフ人気の火
け役となりました。そして2005年2月、となりました。そして2005年2月
南アフリカで行なわれた『第1回ワールドアフリカで行なわれた『第1回ワール

展開と開と
く

2004年に史上最年少記録「27歳285日」で永久シード
権を獲得した不動裕理

史上初の高校生プロゴルファーとなった宮里藍

第1回ワールドカップ女子ゴルフで優勝した日本代表の宮
里藍と北田瑠衣
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てくれた選手たちによる熟練された技を随
所に見せるシニアトーナメントが始まり、
2008年には「レジェンズツアー」と名称を
一新して、2009年には2試合が開催され
ました。一方、LPGAは、経済的な問題を
はじめ、先の見えないさまざまな社会環境
の中で、新しい時代に対応する制度改革
に取り組み、有識者や会員などの協力を
得て1999年に組織改革委員会を発足、
約3年をかけて改革を行ないました。改革
の骨子はトーナメント・プレーヤーズ・ディ
ビジョン（TPD）とゴルフ・ビジネス・ディ
ビジョン（GBD）を明確に分け、それぞれ
の部門の合理的、機能的な発展を目指し

て活動できるような環境を作り上げること
でした。さらに組織改革委員会は、新しい
出場資格やQT制度など、真に実力のある
プレーヤーがツアーに出られる新しい仕
組みを作ることでトーナメントの活性化を
図りました。トーナメントのほかに、ゴルフ
の普及とアマチュアゴルファーの育成を目
的に指導者（ティーチングプロフェッショ
ナル）の養成も行なってきました。
　公益法人として、また、子どもたちの健
全育成の担い手としての立場から積極的
にジュニアゴルフの普及活動を行なってき
ました。一人でも多くの子どもたちにゴル
フに触れてもらう機会を提供するために、
トーナメント会場で体験教室を開催した
り、「キッズゴルフ」など全国各地でジュニ

アや親子を対象とした体験イベントを実
施してきました。2006年からは福島県富
岡町と共催で『全日本小学生ゴルフトーナ
メント』、2008年からは『スタジオアリス
女子オープン ジュニアカップ』を開催し、
ゴルフ経験者が技術的にも人間的にも成
長できる機会を提供しています。また、ジュ
ニアゴルフ普及活動の一環として、協会独
自にジュニア指導者育成研修制度を開始
し、ジュニアを専門に指導できる人材を育
成しています。2003年に始まったこの制
度では、技術指導だけでなく子どもに接す
る時の心構えなど、子どもの成長過程に
合った指導方法を習得し、それらの知識と
技術を元に全国各地で子どもたちにゴル
フの楽しさを伝えています。
　今年、45周年を迎えた日本女子プロ
ゴルフ協会は今後も、スポーツとしての
ゴルフの普及を目指すとともに、一人で
も多くのゴルファーとゴルフファンを獲
得するために、あらゆる活動に取り組ん
でいきます。

年 社　会 LPGA

2
0
0
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敬宮愛子内親王御誕
生。小泉純一郎内閣発
足。アメリカ同時多発テ
ロ事件発生。「池田小
児童殺傷事件」。

ゴルフ100年祭開催。
天沼知恵子が年間5
勝。ジュリー呂が入会
後、出場3試合目でツ
アー初優勝を飾る。

2
0
0
2

FIFAワールドカップ日
韓大会開催。北朝鮮か
ら拉致被害者が帰国。
小柴昌俊、田中耕一が
ノーベル賞受賞。

創立35周年。岡田美
智子が日本女子プロ選
手権に35大会連続出
場。シード選手が前年
から14人入れ替わる。

2
0
0
3

イラク戦争でフセイン
政権崩壊。六本木ヒル
ズオープン。朝青龍が
第68代横綱に。感染症
SARSが世界で流行。

宮里藍が史上最年少
でツアー優勝。樋口久
子が世界ゴルフ殿堂入
り。TPDとGBDの2部
門化、QT制度導入。

2
0
0
4

青木功が世界ゴルフ殿
堂入り。アテネ五輪で日
本が16個の金メダルを
獲得。「新潟中越地震」。

宮里藍が年間5勝、史
上初の10代1億円プ
レーヤーに。不動裕理
が史上最年少27歳で
永久シード選手に。

2
0
0
5

道路4公団が民営化。
郵政民営化法案可決。
愛知万博開催。「福知
山線列車脱線事故」。
「電車男」が大ヒット。

宮里藍・北田瑠衣ペア
が第1回ワールドカップ
女子ゴルフを制覇。岡
本綾子が世界ゴルフ殿
堂入り。

2
0
0
6

「ライブドア事件」。トリノ
冬季五輪で荒川静香
が金メダル。「イナバウ
アー」が流行語に。「ハ
ンカチ王子」ブーム。

大山志保が年間5勝、
史上最高の年間獲得
賞金で初の賞金女王
に。若い力が台頭、優勝
者の大半が20代。

2
0
0
7

石川遼が世界最年少
でプロツアーを制し、
「ハ二カミ王子」ブーム
が到来。安倍自民党が
参院選で歴史的敗北。

創立40周年。全美貞
がツアー制度施行後初
の3週連続優勝。張娜
が中国人初のツアー優
勝。

2
0
0
8

史上最多204の国と地
域が参加した北京五輪
が開催。アメリカ大手の
証券会社リーマン・ブラ
ザーズが破綻。

古閑美保が年間4勝を
あげ、初の賞金女王に。
中村寅吉顧問が享年
92歳で逝去。

2
0
0
9

歴史的政権交代で民
主党鳩山内閣発足。裁
判員制度スタート。日本
がＷＢＣ連覇。新型イン
フルエンザ流行。

宮里藍、ＵＳＬＰＧＡツ
アー初優勝。横峯さくら
が年間６勝をあげ、初の
賞金女王に。

2
0
1
0

チリ落盤事故、３３人
救出。ノーベル化学賞
を根岸氏、鈴木氏が受
賞。菅直人内閣発足。

レジェンズツアー初の
公式戦が開催。アンソ
ンジュが年間４勝をあ
げ、初の賞金女王に。

2
0
1
1

国内観測史上最大の
東日本大震災が発生。
サッカー「なでしこジャ
パン」が世界一。野田佳
彦内閣発足。

小林浩美がLPGA会
長に就任。“心をひと
つに”のもと、被災地の
復興支援を目的とした
チャリティ活動を行う。

2
0
1
2

高さ634m東京スカ
イツリーが竣工。第30
回夏季ロンドン五輪開
催。

創立45周年。メルセデ
ス・ランキングを導入。

2005ビジョン（TPD）とゴルフ・ビジネス・ディビジョン（TPD）とゴルフ・ビジネス・ディ
ビジョン（GBD）を明確に分け、それぞれビジョン（GBD）を明確に分け、それぞれ
の部門の合理的、機能的な発展を目指しの部門の合理的、機能的な発展を目指し

アや
施し施し
岡町岡町
メンメ

2012る
仕仕
を
フ
目目

ゴルフの普及を目指すとともに、一人でゴルフの普及を目指すとともに、一人で
も多くのゴルファーとゴルフファンを獲多くのゴルファーとゴルフファンを獲
得するために、あらゆる活動に取り組ん得するために、あらゆる活動に取り組ん
でいきます。いきます。

2003年 日本人初の世界ゴルフ殿堂入りを果たした樋口久子

1998年からスタートして好評を博しているサマーキッズデー

2005年 岡本綾子が日本人3人目のゴルフ殿堂入り
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データで見る日本女子プロゴルフ選手権

その他記録
最多優勝回数  ･･･････  9回
最少ストローク優勝  ･･･-17
最多ストローク優勝  ･･･ ＋6
最多出場  ･･･････････ 35回
最多連続出場  ･･･････ 35回
連続予選通過  ･･････  20回

樋口　久子
岡本　綾子
樋口　久子
岡田美智子
岡田美智子
𠮷川なよ子

1968～1974、1976、1977
1979/Par74（54ホール）
1971/Par74（54ホール）

1968～2002
1974～1993

最年少優勝  ･･････ 21歳
最年長優勝  ･･････ 46歳
最年少出場  ･･････ 18歳
最年長出場  ･･････ 57歳
最年少予選通過  ･･ 18歳
最年長予選通過  ･･ 57歳

宮里　　藍
具　玉　姫
有村　智恵
岡田美智子
Ｆ.パーサー
岡田美智子

出場年代別データ

過去10年獲得賞金ランキング
（2002～2011）

順 位 選手名 獲得賞金 出場回数
1 不動　裕理 43,468,111 10回
2 辛　炫　周 40,282,000 7回
3 横峯さくら 39,064,666 7回
4 諸見里しのぶ 33,522,400 5回
5 宮里　　藍 30,566,000 4回
6 藤田　幸希 28,216,000 7回
7 三塚　優子 27,609,000 5回
8 全　美　貞 25,714,000 7回
9 飯島　　茜 19,973,000 7回
10 肥後かおり 18,024,000 10回
11 古閑　美保 17,077,666 9回
12 福嶋　晃子 15,984,611 9回
13 大山　志保 15,254,866 8回

20代 72%

64%

58%

51%

46%

45%

35%

55%

95%

30代 21%

40代 5% 50代 2%

2%
29%

32%

35%

40%

45%

55%

45%

5%

5%

10%

14%

14%

10%

10%

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

日本のメジャーだからこそ、日本人選手の意地が光る
　右の表は、過去10年の本大会出場回数と獲得賞金額をまとめたもの。
堂々のトップは10年欠かさず出場し、この間に2回の優勝を飾っている
不動裕里。直近10年の最強選手ということに異存はないだろう。
　2位には韓国の辛炫周がランキングされているが、それ以外は本大会未
勝利ながら3位につけた横峯さくら、優勝経験のある諸見里しのぶ、宮里
藍ら日本人選手が上位を席巻。近年の外国人選手の台頭を考えれば意外
な結果のようにも映る。これは「日本のメジャーだから、外国人には渡さな
い」という、日本人選手たちの意地が透けて見えてくる数字といえるだろう。

45年を経て、選手層は新たな若返り傾向へ
　過去の本大会出場者の年齢を調べてみると、その
構成比は右のようになった。
　第1期女子プロテストが行われたのは1967年の
こと。その合格者をはじめ、日本の女子プロゴルフ黎明
期を築いた選手たちのほとんどは20代だった。1970
～80年代にかけてもその選手たちを中心に発展して
きたため、本大会の出場選手も30代以上の選手が増
加していったと考えられる。
　しかし、80年代後半からは若返りが目立つ。特に近
年はジュニアゴルファーの増加に伴い、より若い世代
の活躍が著しい。今後もこの傾向は続いていくだろう。

樋口久子（68～74,76,77） 山崎小夜子（75） 森口祐子（78） 岡本綾子（79,82,90） 大迫たつ子（80,83,88,91） 鈴木美重子（81）

黄 （84） 涂阿玉（85） 生駒佳与子（86） 永田富佐子（87） 谷福美（89） 具玉姫（92,02） 原田香里（93）

83日
45日
289日
244日
351日
245日
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History of LPGA

ゴルフを始めた年齢

1 18歳～ 8人
2 13歳～ 4人
3 10歳～ 3人
 その他 12人

得意クラブ

1 ドライバー 9人
2 サンドウェッジ 3人
3 アイアン 2人
 パター 2人
 ミドルアイアン 2人
 その他 3人

スポーツ歴

1 陸上競技 9人
2 ソフトボール 4人
 バスケットボール 4人
 水泳 4人
 その他 3人

血液型

《歴代優勝者データ》

肥後かおり（04） 宮里藍（06） 飯島茜（07） 辛炫周（08） 諸見里しのぶ（09） 藤田幸希（10） 三塚優子（11）

日吉久美子（94,01） 高村亜紀（95,00） 塩谷育代（96） 福嶋晃子（97） 服部道子（98） 城戸富貴（99） 不動裕理（03,05）

名前 優勝回数 出身地 血液型 ゴルフを始めた年齢 得意クラブ スポーツ歴
樋口　久子 9回 埼玉県 O型 18歳～ ウッド 陸上競技
山崎小夜子 1回 徳島県 O型 18歳～ ショートアイアン バレーボール
森口　祐子 1回 富山県 A型 18歳～ ドライバー バスケットボール
岡本　綾子 3回 広島県 B型 21歳～ ソフトボール
大迫たつ子 4回 宮崎県 O型 15歳～
鈴木美重子 1回 東京都 AB型 18歳～ ドライバー 陸上競技
黄　 　 1回 台湾省 O型 17歳～ ドライバー
涂　阿　玉 1回 台湾省 A型 17歳～ ミドルアイアン 陸上競技、バスケットボール
生駒佳与子 1回 埼玉県 A型 12歳～ ミドルアイアン
永田富佐子 1回 長崎県 B型 16歳～ 9番アイアン ソフトボール
谷　　福美 1回 北海道 B型 18歳～ フェアウェイウッド ソフトボール
具　玉　姫 2回 韓国 O型 18歳～ アイアン 陸上競技
原田　香里 1回 山口県 O型 11歳～ ドライバー
日吉久美子 2回 静岡県 A型 14歳～ パター 卓球
高村　亜紀 1回 熊本県 O型 13歳～
塩谷　育代 1回 愛知県 A型 18歳～ 水泳、陸上競技
福嶋　晃子 1回 神奈川県 O型 10歳～ サンドウェッジ 水泳
服部　道子 1回 愛知県 B型 11歳～ 陸上
城戸　富貴 1回 富山県 A型 10歳～ サンドウェッジ
不動　裕理 2回 熊本県 A型 10歳～ ドライバー
肥後かおり 1回 鹿児島県 A型 18歳～
宮里　　藍 1回 沖縄県 B型 4歳～ パター 陸上、バスケットボール
飯島　　茜 1回 千葉県 O型 13歳～ 陸上、バスケットボール、ソフトボール
辛　炫　周 1回 韓国 AB型 13歳～ ドライバー
諸見里しのぶ 1回 沖縄県 O型 9歳～ サンドウェッジ、ドライバー
藤田　幸希 1回 静岡県 A型 14歳～ ドライバー 水泳、陸上
三塚　優子 1回 茨城県 A型 13歳～ ドライバー 水泳、クラシックバレエ

A型10人

O型10人

B型5人

AB型2人
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ルーキーキャンプ＆2012年新人プロ紹介

ルーキーキャンプ

2012年プロテスト合格者一覧
（7月24日～26日 茨城ゴルフ倶楽部 東コース）

2012年ティーチングプロフェッショナル会員
（A級資格取得者）

合格できて本当にうれ
しいです。これからは
もっと困難にぶつかる
かもしれないですが、
頑張っていきたいと思
います！！

東 浩子
1992年5月1日生まれ　出身地：岡山県

2012年プロテスト１位合格者

東　　浩子 イケダチヒロ 石川　陽子 小楠　梨紗

長田　若菜 落合めぐみ 加賀其真美 鎌田ハニー
Miki House

岸部　桃子 澤井　　瞳 嶋田　江莉 城間　絵梨
ETGS サンロイヤルGC 習志野CC

髙橋　紀乃 中村　美枝 林　　綾香 原田　　桂
京葉CC 太子CC

比嘉真美子 水野真由美 柳澤　美冴 山村　彩恵

葭葉　ルミ 与那覇未来 米澤　　有 渡邉　彩香
ワンステップゴルフアカデミー

※ 但し、プロテスト合格者第1位の選手は、meijiカップより本年度のツアー
出場権が与えられるため対象外。

本年度のLPGA入会者（プロテスト合格者、ティーチングプロA級取得者）が、ボランティアスタッフとともに大会運営業務を行います。

総勢24名が女子プロゴルファーとして新たな一歩を踏み出しました。

石井　和美 出原　良子 大石　優子
新発田城CC

大塚　麻子 粕谷　亜里 桐野　英美
サンゴルフプラザ 四日市の里GC （株）スポーツプラス

小林　千鶴 日向野夏子 平野　裕美
七里ヶ浜ゴルフ場 アコーディア・ガーデン春日部

福嶋　浩子 牧野　友美 三浦　憂子
エバーケア

森川真理子 安居　佳子
マダムＪGC

（8月20日現在）
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「LPGAサマーキッズデー」in HYOGO
2012年8月3日（金）

ABCゴルフ倶楽部
兵庫県加東市永福933-20　TEL.0795（47）1000

「LPGAサマーキッズデー」in HOKKAIDO
2012年8月10日（金）

苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ
北海道苫小牧市植苗341　TEL.0144（55）5545

スタンレー電気PRESENTS「LPGAサマーキッズデー」
2012年8月24日（金）

大多喜城ゴルフ倶楽部
千葉県夷隅郡大多喜町上原1090　TEL.0470（82）3311

「LPGAサマーキッズデー」in MIE
2012年7月23日（月）

涼仙ゴルフ倶楽部
三重県いなべ市員弁町大字東一色2796　TEL.0594（74）5110
主　　催 ： 社団法人日本女子プロゴルフ協会
後　　援 ： 中部ゴルフ連盟、中日新聞社、東海テレビ放送
協　　力 ：  涼仙ゴルフ倶楽部、コニカミノルタホールディングス株式会社、 

株式会社伊藤園、株式会社 明治、ダンロップスポーツ株式会
社、ブリヂストンスポーツ株式会社、ミズノ株式会社

主　　催 ： 社団法人日本女子プロゴルフ協会
特別協賛 ： コニカミノルタホールディングス株式会社
後　　援 ： 北海道新聞社、北海道文化放送、北海道ゴルフ連盟
協　　力 ：  苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ、株式会社伊藤園、 

株式会社 明治、ダンロップスポーツ株式会社、 
ブリヂストンスポーツ株式会社、ミズノ株式会社

主　　催 ： 社団法人日本女子プロゴルフ協会
後　　援 ： ABC朝日放送
協　　力 ：  ABCゴルフ倶楽部、コニカミノルタホールディングス株式会社、

株式会社伊藤園、株式会社 明治、ダンロップスポーツ株式会
社、ブリヂストンスポーツ株式会社、ミズノ株式会社

主　　催 ： 社団法人日本女子プロゴルフ協会
特別協賛 ： 株式会社リコー
後　　援 ：  宮崎県、宮崎市、宮崎商工会議所、 

財団法人みやざき観光コンベンション協会、 
社団法人宮崎市観光協会、宮崎県ゴルフ協会、 
日本テレビ放送網株式会社

協　　力 ：  宮崎カントリークラブ、宮交グループ、株式会社テレビ宮崎、 
株式会社 明治、ダンロップスポーツ株式会社、 
ブリヂストンスポーツ株式会社、ミズノ株式会社、 
南九州コカ・コーラボトリング株式会社、 
コカ･コーラウエスト株式会社

主　　催 ： 社団法人日本女子プロゴルフ協会
特別協賛 ： コニカミノルタホールディングス株式会社
後　　援 ：  RKB毎日放送、スポーツニッポン新聞社、 

九州ゴルフ連盟ジュニア育成委員会
協　　力 ：  麻生飯塚ゴルフ倶楽部、株式会社伊藤園、株式会社 明治、 

ダンロップスポーツ株式会社、ブリヂストンスポーツ株式会社、 
ミズノ株式会社

主　　催 ： 社団法人日本女子プロゴルフ協会
特別協賛 ： スタンレー電気株式会社
協　　力 ：  大多喜城ゴルフ倶楽部、コニカミノルタホールディングス株式会社、 

株式会社伊藤園、株式会社 明治、ダンロップスポーツ株式会社、 
ブリヂストンスポーツ株式会社、ミズノ株式会社

RICOH PRESENTS「LPGAキッズゴルフデー」in MIYAZAKI
2012年11月10日（土）

宮崎カントリークラブ
宮崎市大字田吉字松崎４８５５-９０　TEL.0985（56）4114

「LPGAサマーキッズデー」in FUKUOKA
2012年7月27日（金）

麻生飯塚ゴルフ倶楽部
福岡県嘉穂郡桂川町吉隈120　TEL.0948（65）1155

社団法人日本女子プロゴルフ協会は、「ゴルフという生涯スポーツを通しての社会貢献」という理念のもとに、
トーナメントの開催やジュニアゴルファーの育成活動など、ゴルフ界の更なる活性化を図るべく全国各地で
様 な々事業を行っています。

LPGAのジュニアゴルファー育成活動

芝生の上でおもいっきり楽しもう！LPGAキッズゴルフデー
当協会が主催する「LPGAキッズゴルフデー」は、小学生以下の子供たちを対象に、ゴルフというスポーツを気軽
に楽しんでいただくことを目的として、全国各地で毎年開催しています。初めてクラブを手にするキッズも大歓迎。
女子プロが、やさしく、そして楽しく指導します。

LPGA Report
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LPGAチャリティ報告

ご協力いただいた皆さまに厚く御礼申し上げます。

開催日 開催地 会場（協賛）

4月30日（月） 茨城県つくば市 柳橋ゴルフ練習場 

5月15日（火） 愛知県大府市 大府グリーンゴルフ コスミックヤード

7月10日（火） 静岡県三島市 三島ジャンボゴルフセンター

8月  7日（火） 長野県北佐久郡 軽井沢ゴルフ練習場

10月  1日（月） 横浜市保土ヶ谷区 ハンズゴルフクラブ

10月16日（火） 神戸市北区 OGMゴルフプラザ神戸

（このイベントは、会場となる各練習場のご協賛をいただき、LPGAが主催いたします）

これまでの義援金総額 240,810,016円
※2012年8月10日時点

チャリティレッスン会
LPGAでは、2011年の東日本大震災発生以降、様々な形で復興支援に取り組んでいます。
2012年はその一環として、LPGA会員有志によるチャリティレッスン会を全国６会場で開催しています。
このイベントの収益でスナッグゴルフセットを購入し、被災地へ寄贈させていただきます。

心をひとつに　～東日本大震災 復興支援チャリティ～

東日本大震災 復興支援チャリティ義援金
LPGAでは、東日本大震災の復興支援を目的として、2011年3月に義援金受付
口座を開設しました。2012年2月末日までにお寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて被災された方々へお届けいたしました。2012年3月1日以降
にお寄せいただいた義援金は、特に被害の大きかった岩手県、宮城県、福島県
の東北3県に寄付させていただきます。

LPGA Report
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LPGA Legends Tour

LPGAレジェンズツアー

昨年、片山津GCにて行われた第2回LPGAレジェンズチャンピオンシップ。

2011年
第2回LPGAレジェンズチャンピオンシップ

2012年
ふくやカップ2012マダムオープン

優勝
高 又 順

優勝
塩谷 育代

56

2008年度に名称を「LPGAレジェンズツアー」に統一しました。

LPGAレジェンズツアーでは、「レジェンズ」の名にふさわしい数々の伝説や
名場面を創り上げてきたベテランのプレーヤーが参加し、卓越した技術や
魅力ある素晴らしい戦いを繰り広げ、ギャラリーの皆様に円熟したプレー
の数々をお楽しみいただいております。



詳しくはホームページへ

http://lpgaclub.jp

会 合わせせ入会に関するお問い合わせ入会に入会に関する関するお問いお問い合わせ合わせ入会に入会に関する関するお問いお問い合わせ合わせ

◆ UCコミュニケーションセンター入会デスク

0120-888-860
（月～金 9：00～17：30  土日祝 9：00～17：00）

◆ LPGA CLUBメンバーズデスク

☎050-5536-8156
（月～金 10：00～18：00  土日祝・年末年始休み）

女子プロとの交流イベントにご参加

トーナメント観戦チケットプレゼント

トーナメントコースでプレー

メンバー様限定チャリティオークションを開催

LPGAオリジナルサイン入りグッズ

メンバーズコンペ

日頃よりLPGAを応援いただきまして、ありがとうございます。
LPGAのオフィシャルファンクラブ「LPGA CLUB」では、現在メンバーを募集しております。
トーナメントコースでのイベントやチャリティーオークション、観戦チケットプレゼントサービス、優勝者グッズプレゼント
に加え、ティーチングプロによるレッスン会などの企画を予定しております。ぜひこの機会にご入会ください。

選手たちを交えたファンイベント、ゴルフコンペなど特別イベントを開催します。
女子プロとの交流をお愉しみいただいたり、女子プロを身近に感じていただける絶好の機会です。

その他、トーナメント情報をはじめ、ファンには見逃せない記事が満載の会報誌を年数回お届けします。
また、LPGAオリジナルグッズを10%割引でお買い上げ頂けます。

トーナメントの観戦チケットを、トーナメントごとに抽選にてプレゼントいたします。※一部のトーナメントを除きます。

トーナメント最終日の興奮さめやらぬ翌日、女子プロ選手が戦った同じ舞台セッティングを体験していただく
企画です。

選手から提供されたアイテムやサイン入りグッズが出品される、
インターネットオークションを開催します。もちろんご参加いただ
けるのは、LPGA CLUB会員の方のみです。
（商品例）
左：サイン入りパネル
右：選手から提供された所属先名の入ったキャップ

トーナメント開催ごとに、トーナメント優勝者のサイン入りLPGAオリジナルグッズを抽選でプレゼントいた
します。
その他、年間のトーナメントスケジュールが入ったオリジナル卓上カレンダーの進呈、LPGA CLUBカードの
ご利用で貯まった永久不滅ポイントを、LPGA CLUB会員限定の「LPGA CLUBオフィシャルグッズ」と
交換できます。

メンバー様同士の交流イベントとしてメンバーズコンペ
を開催します。
6月によみうりカントリークラブにて、第4回メンバーズ
コンペが開催されました。

LPGA Official Fan Club

       LPGA CLUB

ご入会特典のご紹介
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我が国のスポーツ界にゴルフが一層国民に普及すること、技術面においても更に向上すること、またアマチュア
ゴルファーの育成を目指し、指導者（ティーチングプロフェッショナル）の養成に努めています。

指導者育成事業

LPGAは、ゴルフの正しい普及と発展のために様々な普及活動を行っています。

ティーチングプロA級 320名

ティーチングプロB級 42名

ティーチングプロC級 18名

ティーチングアシスタント 44名

※人数は2012年8月9日現在

ティーチングプロ制度 ティーチングアシスタント制度

ティーチングプロフェッショナル資格認定制度
現在、社団法人日本プロゴルフ協会（PGA）と共同で指導者の資格認定を行っ
ています。資格認定等級はA級・B級・C級の3種類からなり、LPGAでは独自に
ティーチングアシスタント制度を設けています。認定講習は、LPGA公認ティー
チングプロフェッショナルとして優れた能力を備えた指導者を養成するため技術
指導に必要な学術知識や実践的指導法などを中心とする多彩なカリキュラムで
構成されています。また、LPGAでは資格認定講習会とは別に定期的に各種
講習会・研修会を実施し、各々のスキルアップを図っています。

ティーチングアシスタント制度
LPGAでは、独自にティーチングアシスタント制度を設け、ティーチングプロフェッ
ショナル資格を取得しようとする者が、ゴルフ技術、ルール及びマナーを研究練
磨すると共にティーチングプロフェッショナルとしての心構えを学んでいます。

LPGAスクール
現在、ロッテ葛西（東京）、メトログリーン（東京）の2カ所でLPGAスクールを展開しています。確かな技術と経験豊かなプロ
スタッフが初心者から経験者までレベルに応じて適切且つ楽しく指導しています。

日本女子プロゴルフ協会（LPGA）が
取り組む普及活動
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LPGAでは、ゴルフを通して子どもたちの健全なる精神と身体を育むことを目的にジュニアゴルフの普及・育成
活動を積極的に行っています。

ジュニア普及・育成事業

ジュニアゴルフコーチの育成

スナッグゴルフ体験コーナー

ジュニアトーナメント

LPGA放課後クラブ LPGAファミリーゴルフデー

LPGAジュニアゴルフレッスン会
2016年 目指せ！世界

LPGA Report

ジュニア指導者
（ジュニアゴルフコーチ）の育成
ジュニアゴルフ指導に関する正しい知識と
技術を持った指導者の養成を行うことを目的
に、本年度よりLPGA独自の指導者資格制度
（LPGAジュニアゴルフコーチ）がスタート
しました。

ジュニアトーナメント
LPGAではジュニアゴルファーの頂点を決めるジュニアトーナメントを開催し
ています。トーナメントでは、女子プロが各組に帯同し、スコアラー、進行、
ルールの助言など子どもたちのプレーのお手伝いやエチケット・マナーの指導
を行うなど女子プロ団体ならではの特長を持つトーナメントとなっています。
・スタジオアリス女子オープン ジュニアカップ
・全日本小学生ゴルフトーナメント

LPGAジュニアゴルフレッスン会
2016年 目指せ！世界
2016年のオリンピックにゴルフが正式種目に採用された記念
事業として、LPGAツアー会場で未経験者の子どもを中心に
レッスン会を開催しています。※一部実施しない会場があります。

スナッグゴルフ体験コーナー
LPGAでは、一部のLPGAツアー会場にて小学生を対象
にしたスナッグゴルフ体験コーナーを開催しています。
ジュニアゴルフコーチがアメリカで開発されたスナッグゴルフ
を使いながら楽しくゴルフの基礎技術を指導しています。

LPGA放課後クラブ
LPGA常設ジュニアスクールを開校しています。このスクール
を通してゴルフの楽しさ、そして、ゴルフの技術だけでなく
エチケット・マナーの大切さを教えていき子どもたちの豊か
な将来につながるように取り組みをしています。

LPGAファミリーゴルフデー
公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団の助成金と弊協
会の「LPGAジュニア育成基金」をもとに、家族を対象にした
ゴルフ体験イベントを開催しています。

LPGAジュニア育成基金
LPGAではジュニア育成活動を推進するために「ＬＰＧＡジュニア育
成基金」を運用しています。前述の「LPGAジュニアゴルフレッスン会 
2016年 目指せ！世界」や「LPGAファミリーゴルフデー」はこの基金を
通して行われています。

三菱東京UFJ銀行　銀座支店　普通預金
口座番号 １１２０１９３
社団法人日本女子プロゴルフ協会　ジュニア育成基金

ご寄付振込先
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開催日 大会名 開催コース 賞金総額
（万円） 優勝者

3 / 2 ～ 3 / 4 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 琉球GC 8,000 斉藤　愛璃

3 / 9 ～ 3 /11 ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ 土佐CC 8,000 イ　　ボミ

3 /16～ 3 /18 Tポイントレディス ゴルフトーナメント 鹿児島高牧CC 7,000 李　知　姫

3 /30～ 4 / 1 ヤマハレディースオープン葛城 葛城GC山名C 10,000 笠　りつ子

4 / 6 ～ 4 / 8 スタジオアリス女子オープン 花屋敷GCよかわC 6,000 佐伯　三貴

4 /13～ 4 /15 西陣レディスクラシック 熊本空港CC 7,000 若林舞衣子

4 /20～ 4 /22 フジサンケイレディスクラシック 川奈ホテルGC富士C 8,000 大江　香織

4 /27～ 4 /29 サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント 鶴舞CC 7,000 有村　智恵

5 / 3 ～ 5 / 6 ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 茨城GC西C 12,000 アン ソンジュ

5 /11～ 5 /13 フンドーキンレディース 福岡CC和白C 8,000 朴　仁　妃

5 /18～ 5 /20 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 中京GC石野C 7,000 李　知　姫

5 /25～ 5 /27 ヨネックスレディスゴルフトーナメント ヨネックスCC 6,000 フォン シャンシャン

6 / 1 ～ 6 / 3 リゾートトラストレディス グランディ軽井沢GC 7,000 全　美　貞

6 / 7 ～ 6 /10 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 六甲国際GC 10,000 キム ヒョージュ

6 /15～ 6 /17 ニチレイレディス 袖ヶ浦CC新袖C 8,000 辛　炫　周

6 /22～ 6 /24 アース・モンダミンカップ カメリアヒルズCC 10,000 服部　真夕

6 /29～ 7 / 1 日医工女子オープンゴルフトーナメント 八尾CC 6,000 全　美　貞

7 /13～ 7 /15 スタンレーレディスゴルフトーナメント 東名CC 9,000 有村　智恵

7 /20～ 7 /22 サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント イーグルポイントGC 6,000 木戸　　愛

8 / 3 ～ 8 / 5 meiji カップ 札幌国際CC島松C 9,000 フォン シャンシャン

8 /10～ 8 /12 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 軽井沢72G北C 7,000 吉田弓美子

8 /17～ 8 /19 CAT Ladies 大箱根CC 6,000 全　美　貞

8 /24～ 8 /26 ニトリレディスゴルフトーナメント 桂GC 10,000 

8 /31～ 9 / 2 ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント みずなみCC 6,000 

9 / 6 ～ 9 / 9 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 タラオCC西C 14,000 

9 /14～ 9 /16 マンシングウェアレディース東海クラシック 新南愛知CC美浜C 8,000 

9 /21～ 9 /23 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 利府GC 7,000 

9 /27～ 9 /30 日本女子オープンゴルフ選手権競技 横浜CC西C 14,000 

10/12～10/14 富士通レディース 東急セブンハンドレッドC西C 8,000 

10/19～10/21 マスターズGCレディース マスターズGC 12,300 

10/26～10/28 樋口久子 森永製菓ウイダーレディス 森永高滝CC 7,000 

11/ 2 ～11/ 4 ミズノクラシック 近鉄賢島CC 9,600 

11/ 9 ～11/11 伊藤園レディスゴルフトーナメント グレートアイランドC 9,000 

11/16～11/18 大王製紙エリエールレディスオープン 五浦庭園CC 9,000 

11/22～11/25 LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 宮崎CC 10,000 

LPGA TOUR

開催日 大会名 開催コース 賞金総額
（万円） 優勝者

5 /10～ 5 /11 エディオンカップ リージャスクレストGCグランドC 1,500 堀　奈津佳

7 / 5 ～ 7 / 6 ANA PRINCESS CUP 早来CC 1,500 中島　真弓

7 /25～ 7 /26 カストロールレディース 富士OGMGC市原C 1,500 小川茉奈美

9 /15～ 9 /16 山陽新聞レディースカップ 東児が丘マリンヒルズGC 2,000 

9 /20～ 9 /21 ごうぎんDuoカード・レディーストーナメント 大山平原GC 1,500 

10/11～10/12 ルートインカップ阿蘇グランヴィリオレディース 阿蘇リゾート グランヴィリオホテルG場 1,500 

10/18～10/19 中国新聞ちゅーピーレディースカップ 芸南CC 1,500 

（8月20日現在）

LPGA STEP UP TOUR

Tournament Schedule 2O12

  2012年LPGAトーナメント開催日程と結果
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広告協賛社一覧

アサヒビール株式会社
朝日放送株式会社
株式会社伊藤園
コニカミノルタホールディングス株式会社
ダイキン工業株式会社
ダンロップスポーツ株式会社
株式会社デサント
日本ユニシス株式会社
日本ロレックス株式会社
久光製薬株式会社
ブリヂストンスポーツ株式会社
本田技研工業株式会社
ヨネックス株式会社

敬称略（五十音順）

「第45回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」の開催にあたり
 プログラム広告協賛各社に厚く御礼申し上げます。
 発行：社団法人日本女子プロゴルフ協会
  〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-3 日鐵木挽ビル8F　TEL.03-3546-7801

本プログラムの掲載内容は2012年8月20日現在のものです。

LPGAオフィシャルウェブサイト　www.lpga.or.jp

お気に入りの選手、注目している選手の情報を知りたいときはトップページの「会員
検索」をクリック。個人プロフィールから最新の試合結果や詳しい成績まで、選手に
関するあらゆるデータが網羅されています。トーナメント関連の情報を知りたいとき
はトップページの「トーナメント」にアクセスしてください。今年のトーナメント情報
はもちろんのこと、年間スケジュールや部門別ランキング、更には当協会が発足した
1967年から今日に至るまでの記録を閲覧することができます。また、本大会の情報
については、日本女子プロゴルフ選手権大会の専用ページにて詳細をご覧頂けます。
この他にもステップアップツアー、プロテストなどの詳細や試合結果、キッズゴルフ
デー等のイベント情報などを閲覧できます。
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