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日本女子プロゴルフ協会では、被災されたすべて
の方々の復興を願い、“心をひとつに”というス
ローガンのもと、被災地の復興支援を目的とし
たチャリティ活動を行います。

C o n t e n t s
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　第46回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯が、ここ恵庭カント

リー倶楽部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、健康及び体力の保持増進に寄与するだけで

なく、人々に夢や希望、感動を与え、明るく豊かな社会を形成する上で欠かす

ことのできないものであります。

　こうした中、ゴルフは、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・発展してまいり

ました。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。

　近年の日本女子プロゴルフ界において、国内外における若い力の台頭は著しい

ものがあります。各トーナメントにおいて繰り広げられる若手選手とベテラン

選手の競い合いは、見る者を釘付けにし、国民のゴルフへの関心は高まって

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す。選手

の皆様の卓越した集中力と高い技術から生み出されるすばらしいプレーは、

これまで多くの人々を魅了し感動を与えてくださいました。

　選手の皆様が、持てる力を存分に発揮し、輝かしい栄光を目指されるとともに、

本大会を一つの契機として、今後世界を舞台に活躍する選手へとより一層飛躍

されますよう心から期待いたします。

　終わりに、本大会の開催に当たり御尽力いただきました一般社団法人日本

女子プロゴルフ協会をはじめ、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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　本日は、第46 回目を迎えました公式戦「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。また、今年も

特別協賛を賜りましたコニカミノルタ株式会社の皆様に厚く御礼申し上げます。

　本大会は1967年日本女子プロゴルフ協会創立とともに始まり、その長い歴史

の中で、女子プロゴルファーにとって最高の名誉を競い合う大会として大きく

発展してまいりました。そして、ゴルフの普及とゴルフファン拡大を目的に毎年

開催地を変えて開催しております。

　今年度、戦いの舞台となります恵庭カントリー倶楽部は、北海道の大自然に

恵まれた雄大かつ戦略性豊かなコースです。北海道の洋芝は粘りが強く、ショット

の精度や多彩なアプローチが必要とされ、またメジャーならではの重圧も加わり、

4日間ハイレベルな戦いが繰り広げられることでしょう。

　今季ツアーは若手、中堅、ベテランがそれぞれ大活躍し、様々なツアー記録が

更新されるなど、見どころ満載です。ギャラリーの皆様には、緑に囲まれ広 と々した

ゴルフ場で、ツアー最高峰の戦いをゆっくりとご観戦いただけましたら幸いです。

　さて、弊協会では「心をひとつに」という復興支援スローガンを掲げ、選手の

獲得賞金の1％を義援金とし、チャリティフォトやレッスンなどゴルフを通じた復興

支援活動に取り組んでいます。そして、世界で勝つために、ゴルフが正式種目に

なる2016年リオデジャネイロオリンピックも合わせて、プロスポーツのエンター

テインメントとして多くの人々に感動をお届けできるよう、鋭意努力して参ります。

　最後になりましたが、本大会開催にあたり多大なご尽力を賜りました文部

科学省、朝日放送株式会社、恵庭カントリー倶楽部、北海道、恵庭市、そして大会

関係者の皆様並びに大会運営にご協力いただきましたボランティアの皆様に

心より感謝申し上げ、御挨拶とさせていただきます。

大会会長
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会会長

Greetings
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　「第46回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」が、ここ北海道

恵庭カントリー倶楽部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46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。日本女子プロゴルフの歴史において

特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既に卓越した技術をおもちですが、現状に満足

することなく、日々努力を積み重ね、成長を続けられています。私どもコニカ

ミノルタも力強く成長を続け、社会に必要とされる企業となるために今後も努力

し、挑戦し続けてまいります。私どもの経営理念「新しい価値の創造」を改めて

見つめ直し、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。」の考えを実践し、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。震災復興へ向けて今も引き続き

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
コニカミノルタ株式会社 代表執行役社長
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　本日は「第46回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

頂き心より御礼申し上げます。輝かしい歴史と伝統が綴られた日本女子ゴルフ

界最高の大会を、私ども恵庭カントリー倶楽部にて開催できますことは、大変

な名誉であり、誇りであり、誠に光栄なことでございます。

　大会開催にあたり、まず日本女子プロゴルフ協会をはじめ、大会開催及び

運営に携った関係者の皆様に、感謝とお祝いを申し上げます。また、ご協賛を

賜りました企業、団体の皆様方、ご協力頂きましたボランティア、地元の皆様、

そしてご支援頂きました当倶楽部会員の皆様に心より御礼申し上げます。

　恵庭カントリー倶楽部は、札幌市、新千歳空港どちらからもアクセスが良く、

また、北海道らしい雄大なコースレイアウトゆえに道内外の皆様から高い評価

を頂き、多数の皆様にご利用頂いているところでございます。特に、本大会の

正式決定を頂きましてからは、コースの難易度を高め、選手の皆様に存分に

力を発揮頂く最高の舞台をご提供させて頂くため、コースの改修にも全力を

尽くしてまいりました。

　この最高の舞台で、日本女子プロゴルフ界を代表するトッププロの皆様に

より、どんなドラマが繰り広げられるのか楽しみでなりません。ギャラリーの

皆様には、熱戦をお楽しみ頂き、是非ひとりひとりの選手に暖かい声援を

送って頂きたいと存じます。

　最後に、日本女子プロゴルフ協会とご協賛頂きました企業様のますますの

ご発展と、ご出場頂きました選手の皆様を始めご協力頂いた皆様のご多幸を

心より祈念いたしまして、一言お祝いと感謝のご挨拶とさせて頂きます。

大会名誉副会長
恵庭カントリー倶楽部 理事長
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　北海道の恵庭カントリー倶楽部において、「第46回日本女子プロゴルフ選手権

大会コニカミノルタ杯」が開催されることを心よりお慶び申し上げます。

　日本女子プロゴルフ協会が1967年に発足し、その翌年から始まったこの大会

には、初代女王の樋口久子プロをはじめ、素晴らしい女子プロゴルファーたちが

女王として名を連ねています。

　日本女子プロゴルフ界で最高の権威、そして名誉あるこのメジャー大会は、

通称「選手権」と呼ばれるようになり、「選手権」の優勝杯を手にするためにひた

むきにプレーする彼女たちの姿は、様々な名シーンとして我々の心を打ちました。

そんな名シーンの一つ一つが、「選手権」の歴史として時を刻んできました。

　はたして、今年は誰が「選手権」の優勝杯を手にするのでしょうか？

　近年の女子ゴルフツアーは、新しいスターが次々に現れ、人気が一段と高まって

います。ベテラン勢の活躍に海外からの挑戦、その中で凌ぎを削る若者のエネル

ギーが、新しいスターを生み出す土壌を作り上げているのだと思います。

　今年の会場、恵庭カントリー倶楽部は、過去に「日本プロゴルフシニア選手権」

「日本プロゴルフ選手権」が開催され、その都度コースの改修が行われてきました。

　今年の「選手権」も、メジャーに相応しいコースセッティングで、女子プロゴル

ファーたちを待ち受けます。

　私ども朝日放送が、この国内最高峰の大会の放送を始めて今年で39年目と

なります。

　選手たちのひたむきな姿、手に汗握る挑戦を、我々は「鮮明に」、そして「美しく」

伝えていきたいと思います。試合の模様は、地上波だけでなく、BS朝日、CS放送

のスカイ・A sports+ といった様々なメディアでお伝えしてまいります。

　最後に、大会開催にご尽力いただいた一般社団法人日本女子プロゴルフ協

会、コニカミノルタ株式会社、恵庭カントリー倶楽部、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
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大会名誉会長 下村　博文（文部科学大臣）
大会名誉副会長 松﨑　正年（コニカミノルタ株式会社 代表執行役社長）

似鳥　昭雄（恵庭カントリー倶楽部 理事長）
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（コニカミノルタ株式会社 取締役会議長）

山本　晋也（朝日放送株式会社 取締役）
池田　育嗣（住友ゴム工業株式会社 代表取締役社長）
中村　　潔（株式会社電通 執行役員 兼 スポーツ局長）
高橋はるみ（北海道知事）
堀　　達也（恵庭カントリー倶楽部 名誉理事長）
柴田　和德（恵庭開発株式会社 代表取締役会長）
柴田　陽子（恵庭開発株式会社 代表取締役社長）
柴田　大介（恵庭開発株式会社 常務取締役）
樋口　久子（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 相談役）
二瓶　綾子（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 顧問）
清元　登子（一般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（コニカミノルタ株式会社 CSR・広報・ブランド推進部長）
原田　　裕（恵庭市長）
村田　正敏（株式会社北海道新聞社 代表取締役社長）
吉野　次郎（北海道ゴルフ連盟 会長）
小林美恵子（恵庭開発株式会社 取締役総務部長）
岩﨑　智信（恵庭カントリー倶楽部 支配人）

大会会長 小林　浩美（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 会長）
大会副会長 鈴木美重子（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 副会長）

伊藤　佳子（一般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 入江　由香（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 副会長）
大会実行委員 寺沢　範美（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 理事）

原田　香里（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 理事）
山口喜美恵（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 理事）
宮田　佳美（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 理事）

ツアーディレクター 湯本　弘子（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）
大会競技委員長 江間　陽子（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）
大会競技副委員長 井上奈都子（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）
大会競技委員 森岡まゆみ（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）

田中　裕子（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）
長谷川一美（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）
渡辺聖衣子（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）
門川　恭子（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）
阿蘇　紀子（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）

Officials

大会役員

7



大会名称 第４6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 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会
後援 文部科学省、北海道、恵庭市、北海道新聞社、北海道ゴルフ連盟、公益財団法人北海道体育協会、
 朝日放送株式会社
特別協賛 コニカミノルタ株式会社
開催日 ２０１3年９月 12日（木） 予選ラウンド
  13日（金） 予選ラウンド
  14日（土） 決勝ラウンド
  15日（日） 決勝ラウンド
  16日（月） 予備日
開催コース 恵庭カントリー倶楽部
 〒061-1422 北海道恵庭市盤尻53番地2　TEL：0123-33-0001
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、2003～2008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、2003～2008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。

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

大会HPアドレス champ. lpga.or.jp

Tournament Facts

大会実施要項 

▶ABC朝日放送・テレビ朝日系列24局全国ネット
９月13日 （金） 14：50 ～ 15：46 VTR [朝日放送]
９月14日 （土） 16：00 ～ 17：25 VTR [全国ネット]
９月15日 （日） 15：30 ～ 17：25 VTR [全国ネット]

▶ＢＳ朝日「ＢＳデジタル５ch」
９月15日 （日） 13：00 ～ 14：25 VTR [全国ネット]
  21：00 ～ 22：54 VTR [全国ネット]

▶ABC朝日放送ＣＳ（通信衛星）チャンネル「スカイＡ」
９月12日 （木） 13：00 ～ 16：00 生放送 [予定]
９月13日 （金） 8：00 ～ 11：00 生放送 [予定]
  15：50 ～ 17：00 生放送 [予定]
９月14日 （土） 8：00 ～ 13：00 生放送 [予定]
９月15日 （日） 8：00 ～ 13：00 生放送 [予定]
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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 総 額

賞金配分表

¥140,000,000
優 勝 賞 金 ¥25,200,000

優勝副賞

特別賞

カラー複合機
bizhub C364e

提供：本田技研工業株式会社

提供：コニカミノルタ株式会社 提供：コニカミノルタ株式会社
※  Photo: EX/ ボディカラーはプレミアムスパークルブラック・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.16）
（大会期間中該当者全員）
提供：コニカミノルタ株式会社

文部科学大臣杯 コニカミノルタ杯

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：恵庭カントリー倶楽部

LED照明タスクライト
Symfos LED-TASKLIGHT

日本女子プロゴルフ選手権大会杯

北海道米「ゆめぴりか」 120㎏
北海道もち米「きたゆきもち」 30㎏
北海道産乳製品1年分（12㎏）
提供：北海道

特産品ギフト
提供：恵庭市
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HIROMI KOBAYASHI
Inter

view

ー今年のツアーは例年以上に面白い展開になってい
ますね。
「本当に見応えいっぱいですね。上位選手の層が詰まっ
て来ていることで、優勝争いの内容が濃くなっています。
バーディーをガンガン取って最後まで攻めないと勝てな
い展開が多いです。また優勝者も10代、20代、30代の
選手がそれぞれ勝って、みんなが優勝を狙って戦って
いる感じですね。」
ー1試合、1試合だけではなく、シーズンを通しても
ドラマチックに見えます。
「選手にとってツアーは1年通してやる中で、流れがあり
ます。調子の良い時期を迎えた選手は優勝や上位の成
績を出してくる。反対に調子を落としてくる選手もいる。
みんな違う周期でツアーの中で勝ってきますから、それ
を見ている方々からすると様々に展開していくので、ドラ
マチックに見えるのではないでしょうか。選手も以前は
気持ちを秘めている人もいましたが、今は『悔しい』など
と口に出す選手が増えて、選手の気持ちと試合内容を 
リンクさせて見ることで、試合がより楽しめると思います。」

ー 20代前半の若い選手の活躍も目立ちます。
「その年代が今ツアーを牽引しています。2003年以降
そういう傾向にありますね。ジュニアからゴルフを始め
て、いろんな試合に出て経験を積み、そしてプロになる。
ジュニア時代の仲間がツアーで勝つと、それに呼応する
ように次々勝ってきます。」
ー30代の選手たちにも頑張って欲しい気もしますが。
「そうですね。お互いいい刺激を受けるので、30代の選
手もすごく頑張っています。不動裕理さんはすでに50勝
を挙げた息の長い選手ですし、今年はメジャー初制覇

激戦が繰り広げられる2013年日本女子ツアー。
そのクライマックスのひとつ、日本女子プロゴルフ
選手権コニカミノルタ杯開催を前に、ツアーを引っ
張る小林浩美会長が、世界へ羽ばたく選手たちを
育てる環境ができつつある現状を分析し、今後の
展開を語った。2016年リオ五輪をにらんで、世界
で勝てる選手を作り上げるための秘策とは・・・。

聞き手／諸岡誠彬（LPGA広報委員会アドバイザー）

会長インタビュー
日本女子プロゴルフ協会

小林
浩美
        会長
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した茂木宏美さん、7年ぶりに勝った表純子さんや初優
勝のヤング・キムさんが活躍しています。みんなベテラン
であるという意識を強く持っており、その責任感でツアー
のことをよく考えてくれています。」
ーところで、今年は4日間大会を増やす方針のようで
すが、世界に通用する選手を作るため、なのでしょうか？
「『通用するため』ではなく、『世界で勝つため』にツアー
全体の強化を今年の目標に据えています。その中の一環
で4日間競技を増やしていこうと考えています。それは、
世界のメジャーはじめ欧米ツアー競技は4日間が主流で、
2016年のオリンピックもそうなります。世界の競争で 
勝っていくためには環境をまず整えることが重要だと 
感じています。日本には才能のある選手はたくさんいま
すし、普段から同じ条件でやることで、どこでもいつで
も自分の実力が発揮出来ると思うのです。また、世界
中にはいろんなタイプのゴルフ場があります。日本でで
きる限りいろんなコースセッティングを体験することで、 
対応力が増すと思います。だからツアーの中で1年間
いろんなバリエーションを提供したいと考え、今年から
さらに取り組みを強化しました。やり慣れていないことは
いきなりできないのと同じで、国内外問わず、不安要素
が少ないほうが、より自分のゴルフができます。」
ーワールドワイドな女子ゴルフ界に目を向けると、日本
選手も頑張っていないわけではありませんが、韓国選手
の強さが目立ちます。米国選手の活躍も少ない。
「1998年の朴セリ登場以来、これまで16年間で韓国選手
は米国メジャーで通算18勝しています。目を見張る強さで
す。朴セリを目標に次 に々有望な選手が育ってきています。
それは、どこを目指してゴルフをしているのか、が大きいと
感じています。つまり、世界のメジャーで勝つ選手になり
たいと。そこを目標に米国で活躍する韓国選手は自分の
スイング作りや体力、精神力などの強化を図っているのだ
と思います。米国選手で今ナンバー1はステイシー・ルイス
で、確かに私が米国に参戦していた1990年代に比べる
と上位にいる米国選手は相当少なくなりました。米国勢の
不振については、正直、理由がわかりません。米ツアーは
今でも、世界一環境は整っているし、システムも確立して
います。私見ですが、米国には女性が活躍できる職業が
非常に多いため、もしかしたらゴルフに向いている人材が

他に行ってしまっているという理由もあるのかな、と思いま
すね。ただ米国勢の活躍が減ったとは言っても米国ツアー
は27試合で賞金総額49億円です。日本ツアーは今年
36試合で賞金総額は31億円です。」
ー今季は国内で森田理香子さんはもちろん若い比嘉
真美子さんも活躍するなど盛り上がる一方、米ツアー
でも宮里藍さんをはじめ5人もの選手が頑張っています。
小林会長としては、日本選手の米ツアー参戦は当然だと
思いますか？
「私は27歳の時に米ツアーに行きましたから、行きたい
人の気持ちはよく理解できます。選手それぞれのゴルフ
人生を考えた時、今、行かなきゃ！と思ったら行ったほう
がいいと思います。ツアー人生は長そうで長くないと感
じています。20歳でプロになったとしても40歳までで
20年間の仕事です。今の時代40歳まで第一線で活躍
していられる選手は一握りです。それに、私たちの時代
は、海外に出てしまったら情報が1週間くらい遅れて入る
時代でしたが、今はリアルタイムで情報は得られ、ネット
や衛星放送でプレーも見られます。距離感が以前とは全
く違う。だから場所は違っても海外で活躍することで日
本選手のすごさをよりアピールできますし、日本に戻って
きたときにまた活躍していただけると嬉しいです。何事も
グローバルに動く今の時代は、ポジティブな意味で、行っ
たり来たりの交わりは普通になっていると思います。」
ー 2016年のリオ・デ・ジャネイロ五輪についてはい
かがですか？
「先程お話した『世界で勝てる選手を』ということでいう
と、それを結果として出す1回目の目標だと思っています。
ぜひ、日本代表選手には頑張ってもらいたいです。」
ー会長就任3年目になりますが、試合で選手たちに
こんなことを考えて欲しい、ということがありますか？
「3つあります。まず、大会があってこそのツアープロなので、
スポンサーさんへの感謝の気持ちが大事です。そして
私たちを応援声援してくださるゴルフファンの皆様に対
する感謝です。ゴルフファンの応援は大きな力になります。
その上で、自分たちの最大限の力を出して悔いのないよう
に戦って欲しい。その結果として『さすがプロだね』という
ゴルフをお届けしたいと思っています。」
ーありがとうございました。

Interview with Hiromi Kobayashi

13



Defending Champion Interview: CHIE ARIMURA 

日本女子プロゴルフ選手権優勝の肩書きを引っ提げ
て、今年、米女子ツアーに挑戦している有村智恵。
昨年大会の優勝は、米国への気持ちを強く後押し
するものだったことを打ち明ける。同時に、連覇が
かかる今年の大会には、新しい大きな経験を積ん
で乗り込んでくるので「楽しみです」と笑顔で意気
込みを語った。

ディフェンディングチャンピオン・インタビュー

有村 智恵 

2012 Champion

CHIE ARIMURA
Interview
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─昨年の日本女子プロゴルフ選手

権で優勝し、それと前後して米女子ツ

アーのQスクールを突破。今年は米ツ

アーを中心にプレーしていますね。

「はい。実はアメリカに挑戦することは、

生まれて初めて親にも相談せずに決め

たんです。自分のマネージャーにだけ

は言いましたけど」

─どうしてですか？

「自信がなかったんです。反対されたら

行かないだろうな、と思って。Qスクー

ルは5日間あるのですが、みんなに反

対されていたら、緊張した場面で心が

折れてしまうだろうな、とも思いました。

自分がなぜ、アメリカに行きたいのか

について、夏ごろから自問自答を続け

ていました。そんな時期に行われた日

本女子プロゴルフ選手権という4日間

の大会で優勝したことに（米ツアー挑戦

を）後押しされた気がします」

─現在、戦っている米ツアーの感想

は？

「いい経験ができているし、たくさん吸

収できています。ただ、日本では1週間、

そして1年というリズムができていたん

です。月曜日、火曜日はゆっくりして水

曜日にコースに入って練習ラウンド。木

曜日はプロアマ、そして試合・・・。と

ころが、アメリカは4日間の試合も多く、

プロアマにもまだあまり出られない。

だから、移動後、疲れた状態で練習ラ

ウンドをして試合に入る。そのリズム

がまだうまくつかめていないんです。で

も、これはみんなが通る道。いい結果

を残せば、スタート時間も変わり、プロ

アマも出られる。楽になりますからね」

─身近な目標は？

「やっぱりシードを取りたい気持ちは強

いです。毎試合、いいところで戦いたい。

実は私、日本では『慣れる』という作業

をしたことがないんです。アマチュア時

代から試合に出していただいていたし、

先輩やファン、周囲の方もよくしてくれ

ていたので環境に慣れなくて悩んだこ

とがなかったんです。でも、今はそう

じゃない。これまで恵まれていたことを

実感しています。それに、言葉のカベも

まだあるので、歯がゆい思いをしていま

す。英語をもっと勉強したいですね。プ

レーヤーやファン、スポンサーとコミュ

ニケーションを取りたいです。結果を求

めながらもそういうことを大事にしてい

きたいと思っています」

─日常英会話くらいは大丈夫ですか。

「まだまだです。（私と話すときは）みん

ながわかりやすくしてくれているんだ

なぁ、と思います。外国人同士がしゃ

べっているとわかりませんから。でも、

慣れれば、ゴルフにもいい影響が出る

と思うのでしっかりやりたいですね」

─米国でのプレーはどんなスパン

で？

「そんなに長いスパンでは考えていませ

ん。3年後のオリンピックに向けて、ス

キがないくらい全力で走って行きたい

と思っているんです。長いスパンで考え

てしまうと、全力という部分に妥協が出

てしまうので、まずは3年で考えていま

す。オリンピックに出られるかどうかは

わかりませんが、それに向けて100％

でいたいんです。（ロレックスランキング

への）日本ツアーのポイントもアップし

ていますが、米ツアーで結果を出せれ

ば上位にいけます。すごく大きな賭け

ですが・・・。でも、米ツアーでプレー

しないのでは、たとえオリンピックに出

られても結果が残せるのかな、と思っ

て。それから、メジャーで結果を残した

いという気持ちが強くなったので、ス

2012 Champion

CHIE ARIMURA
Interview
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ポット参戦じゃなくて（米ツアー常駐で）

1回やってみたいと思ったんです」

─有村さんは、東北高校の2年先輩

である宮里藍さんが高3でツアー優勝

したのを見て、プロになりたいと思っ

たと聞きました。プロ入り後、宮里さん

以外にライバルのような選手はできま

したか？

「いないですね。私は恵まれてるな、と

思うことはたくさんありますけど。先輩

たちが基盤を作ってくれて若い選手に

目が向けられているところでプロ入りす

ることができた。先輩たちが結果を残

しているので（自分たちがプロになるこ

とが）当たり前になっていたんです。プ

ロになってからも、先輩たちが色々教え

てくれたし、今度は若い子たちもどんど

ん入ってきている。だから休む暇がな

いくらい突っ走ってきたんです。だから

こそ、アメリカに目を向けられたと思っ

ています。ライバル、と言うことですが、

やっぱりゴルフは人との戦いじゃないと

思います。韓国出身の賞金女王が続い

て、正直、どうしたら勝てるか考えたこ

とはありました。でも、やっぱり自分が

いいゴルフをすればいいだけなんです。

280ヤード飛ばすかどうか、ではなく、

65を出すために何をするかに集中した

いんです」

─自分のゴルフを貫く、ということ

ですね。部門別ランキングを見ると、

2012年はバーディー数で2位になっ

ています。

「それが私の悪いところです。バー

ディーは多いけどボギーも多い（苦笑）」

─米ツアーには、実力者がたくさん

います。

「はい。でもアメリカにいればいるほど、

自分を見失うとゴルフがダメになると

思っています。自分には不可能なことと

いうか、相当な覚悟がないと、その人

たちには立ち向かえないんです。飛距

離だけじゃなくて・・・。宮里先輩を

始め、結果を残している日本の先輩た

ちにはそれがあった。私はまだアメリカ

で勝てていない。でも、結果を残せば、

どんどんよくなるんです。私はアイアン

ショットを武器に今までやってきてい

ます。みんなのゴルフを見ると、小技や

パットはうまいと思いますが、ショット

の技術には自信を持っていいんじゃな

いかと思っています。飛距離で焦るこ

とはありますが、バーディーチャンスは

あります。自分が伸ばすべきところは小

技。ブレずに頑張っていきたいです」

─ご自分の性格を分析してください。

「勝ち気なほうですが、頭で色々考え

ちゃうタイプで、悩みもします。だから、

1回ガムシャラにゴルフのことだけ考え

てみたいな、と思ったのもアメリカに来

た理由です」

─ファンの応援が力になることに改

めて気づきましたか？

「本当に。声援を受ければ受けるほど 

早く走れる、というか不思議な力があ

るんです。優勝した選手はみんな口に

することですが、確実にファンの声援は

力になるんです。アメリカでは誰も自分

のことを知らないんです。だから、どう

やって名前を覚えてもらえるかを考えて

います。今までそんな努力をしたことも

なかったから、そういうことがわかった

だけでも、アメリカに行ってよかったと

思います」

─連覇のかかる日本女子プロゴルフ

選手権への意気込みをお願いします。

「選手権には独特の雰囲気があります。

今年は今までとは違う形で大会に入る

ので、コースがどんな風に見えるのか。

技が要求される大会でもあるし、私も

いろいろな意味で一回り大きくなって

迎える大会ですから楽しみです」

─ありがとうございました。

Defending Champion Interview: CHIE ARIMURA 
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Wellness

日本最高峰の戦いは、新旧勢力が入り混じる激戦に。
森田理香子が飛び出して幕を開けた2013年シーズン。

森田を追うように、多くの選手が頭角を現し、今年も激戦のままシーズンは半ばを過ぎた。
シーズンを引っ張ってきた多くは20代前半の若い選手たち。

だが、20代後半、30代の中堅、ベテランが実力を見せる展開は、
そのまま日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯という

ビッグタイトルの図式にもつながりそうだ。

　2013年も新勢力が誕生してツアーは
盛り上がり、その最高峰である日本女子
プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯は激
戦必至の様相となっている。
　開幕戦ダイキンオーキッドで優勝し、
シーズン序盤戦ではほとんど毎試合、優
勝争いを繰り広げた森田理香子は早々
に3勝。定評のある飛距離に加え、安定
したショットと落ち着いたプレーぶりで貫
禄を身につけ、賞金女王争いをリードし
ている。森田とともに前半戦を盛り上げ
たのがベテランの域に入りつつある佐伯
三貴だ。KKT杯バンテリンレディスオー
プン、フジサンケイレディスクラシックと

2週連続優勝。パワフルでキレのある
プレーぶりで周囲を圧倒した。
　昨年の日本女子プロゴルフ選手権で
優勝争いを繰り広げた1人、吉田弓美子
も、ツアーを引っ張る1人に成長している。
6月以降は毎週のように優勝争いを繰り
返しながら、ニチレイレディス、サマンサタ
バサレディスでそれぞれ優勝。26歳の若
さで選手をまとめるミーティング委員長
を務めるかたわらで、実力を見せている。
　また、新しい力がこれに加わったこと
でツアーはさらに華やかさを増してい
る。目立っているのは堀奈津佳と比嘉真
美子だ。堀は、アクサレディスゴルフトー

ナメントin MIYAZAKIで初優勝を飾り、
アース・モンダミンカップで早くも2勝
目。安定したプレーで、賞金ランキング上
位にしっかりと居場所を確保している。 
一方、昨年、プロに転向したばかりの比
嘉も負けてはいない。ヤマハレディース
オープン葛城で4日間大会を制すると、
リゾートトラストレディスで2勝目を飾る
など、スーパールーキーの面目躍如だ。
ゴルフの聖地セントアンドリュースで行わ
れた、メジャーの全英リコー女子オープ
ンでも、佐伯、比嘉の2人が7位タイに
食い込んでおり、その経験が今大会で生
きるかもしれない。

今大会のみどころ

佐伯 三貴森田 理香子 吉田 弓美子
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　また、2009年賞金女王の横峯さくら
は連続予選通過記録を更新。サイバー
エージェントレディスで2年ぶりのツアー
19勝目を挙げたが、ちょうど、この大会で
ツアー記録を塗り替える92試合連続を
達成し、その後もmeiji カップまで、101
試合連続予選通過の記録を樹立した。
　また、若い勢力の中で、30代の選手た
ちの活躍も光っている。茂木宏美、表純
子の2人は、それぞれ1勝ずつしているが、
他の試合でも実力を発揮。ツアーをしっ
かりと支えており、コンディションの難し
いメジャーでは優勝候補の一角を担う。
　韓国勢の活躍も忘れてはならない。
2010、2011年の2年連続で賞金女王

となったアン ソンジュは故障もあって前
半戦は今ひとつだったが、大会３週前の
CAT Ladiesで今季初優勝。昨年女王
の全美貞の安定度も相変わらずだ。他に
金ナリ、ヤング・キム、ナ ダエら今季勝
ち星を上げている面々も加わった強豪た
ちが優勝戦線をにぎわせる事は間違い
ないだろう。
　米女子ツアーを主戦場に戦い、一回り
大きくなって参戦するディフェンディング
チャンピオンの有村智恵がどんなプレー
を見せてくれるかも楽しみだし、ロレック
スランキング上位陣の実力者たちも数多
く出場。大会は今年も目が離せないもの
になりそうだ。

Tournament Preview

順位 名　前 国 試合数 平均
ポイント

1 朴 仁 妃 KOR 64 12.78
2 Stacy Lewis USA 54 9.43
3 Suzann Pettersen NOR 50 8.15
4 Na Yeon Choi KOR 55 7.67
5 So Yeon Ryu KOR 54 7.05
6 Karrie Webb AUS 42 6.12
7 Lydia Ko NZL 22 5.85
8 I.K. Kim KOR 47 5.77
9 フォン シャンシャン CHN 61 5.77
10 Catriona Matthew SCO 44 5.58
11 Paula Creamer USA 49 5.46
12 申 ジエ KOR 51 5.37
13 Cristie Kerr USA 46 5.23
14 宮里 藍 JPN 48 4.94
15 Yani Tseng TPE 50 4.62
16 Hee Young Park KOR 55 4.45
17 Angela Stanford USA 51 4.45
18 Lizette Salas USA 35 4.31
19 宮里 美香 JPN 50 4.31
20 Karine Icher FRA 43 4.05
21 Beatriz Recari ESP 54 4.00
22 Ariya Jutanugarn THA 13 3.67
23 Anna Nordqvist SWE 53 3.65
24 Amy Yang KOR 46 3.50
25 Caroline Hedwall SWE 49 3.30
26 Lexi Thompson USA 45 3.26
27 全 美 貞 KOR 61 3.21
28 Jessica Korda USA 43 3.19
29 Azahara Munoz ESP 54 3.06
30 Hyo-Joo Kim KOR 27 3.05
31 アン ソンジュ KOR 49 2.94
32 Brittany Lincicome USA 48 2.85
33 Carlota Ciganda ESP 40 2.83
34 森田 理香子 JPN 70 2.80
35 Chella Choi KOR 55 2.74
36 Sun Young Yoo KOR 49 2.67
37 Haeji Kang KOR 50 2.61
38 佐伯 三貴 JPN 63 2.60
39 有村 智恵 JPN 51 2.58
40 Morgan Pressel USA 50 2.53

（2013年8月26日現在）

ロレックスランキング

堀 奈津佳 比嘉 真美子

表 純子

横峯 さくら

第46回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯

茂木 宏美
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Chie Arimura

有村　智恵

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

▶13年獲得賞金：ー
▶13年平均ストローク：ー
▶ 通算優勝回数：13回
▶ ロレックスランキング：39位

11年優勝

10年優勝 09年優勝 08年優勝

12年優勝

DEFENDING CHAMPION

Player’s Profile

選手プロフィール紹介

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

▶13年獲得賞金：6,181,750（68位）
▶13年平均ストローク：72.6549（53位）
▶ 通算優勝回数：4回
▶ ロレックスランキング：201位

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

▶13年獲得賞金：10,142,130（50位）
▶13年平均ストローク：72.2982（45位）
▶ 通算優勝回数：5回
▶ ロレックスランキング：178位

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

▶13年獲得賞金：8,187,332（57位）
▶13年平均ストローク：72.9783（58位）
▶ 通算優勝回数：9回
▶ ロレックスランキング：217位

1980年7月13日（韓国）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

▶13年獲得賞金：6,592,000（65位）
▶13年平均ストローク：72.6531（52位）
▶ 通算優勝回数：6回
▶ ロレックスランキング：191位

※2013年8月26日現在

Saiki Fujita
藤田　幸希

Yuko Mitsuka
三塚　優子

Shinobu Moromizato
諸見里しのぶ

Hyun-Ju Shin
辛　炫　周　

ほけんの窓口グループ日本ヒューレット・パッカード

ダイキン工業
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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）

▶13年獲得賞金：ー
▶13年平均ストローク：ー
▶ 通算優勝回数：10回

95、00年優勝03、05年優勝

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

▶13年獲得賞金：21,342,000（30位）
▶13年平均ストローク：71.2000（12位）
▶ 通算優勝回数：50回
▶ ロレックスランキング：74位

07年優勝

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

▶13年獲得賞金：14,680,594（41位）
▶13年平均ストローク：71.9079（35位）
▶ 通算優勝回数：6回
▶ ロレックスランキング：150位

Aki Takamura
高村　亜紀

Yuri Fudoh
不動　裕理

Akane Iijima
飯島　茜 TOTO

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

2012 Chie Arimura

PAST CHAMPIONS
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Player’s Profile

1987年8月31日（韓国）
LPGA入会：2011年1月1日（83期生）

▶13年獲得賞金：33,734,714（15位）
▶13年平均ストローク：70.3306（1位）
▶ 通算優勝回数：12回（13年1勝）
▶ ロレックスランキング：31位

1979年2月12日（韓国）
LPGA入会：2000年9月1日（72期生）

▶13年獲得賞金：20,052,200（34位）
▶13年平均ストローク：71.2723（13位）
▶ 通算優勝回数：17回
▶ ロレックスランキング：61位

1982年11月1日（韓国）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

▶13年獲得賞金：51,962,999（5位）
▶13年平均ストローク：70.7636（4位）
▶ 通算優勝回数：22回（13年1勝）
▶ ロレックスランキング：27位

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

▶13年獲得賞金：57,742,428（3位）
▶13年平均ストローク：70.7814（5位）
▶ 通算優勝回数：7回（13年2勝）
▶ ロレックスランキング：38位

1989年8月5日（中国）

▶13年獲得賞金：10,556,000（49位）
▶13年平均ストローク：ー
▶ 通算優勝回数：5回
▶ ロレックスランキング：9位

Shan-Shan Feng
フォン シャンシャン

Sun-Ju Ahn
アン ソンジュ

Bo-Mee Lee
イ　ボミ

Miki Saiki
佐伯　三貴

Ji-Hee Lee
李　知　姫

Mi-Jeong Jeon
全　美　貞

　

　正官庄

日立アプライアンス

　

眞露

1988年8月21日（韓国）
　

▶13年獲得賞金：26,822,600（19位）
▶13年平均ストローク：70.8980（6位）
▶ 通算優勝回数：3回
▶ ロレックスランキング：50位

1990年1月8日（京都府）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

▶13年獲得賞金：90,571,571（1位）
▶13年平均ストローク：70.7353（3位）
▶ 通算優勝回数：5回（13年3勝）
▶ ロレックスランキング：34位

Rikako Morita
森田理香子 リコー

1988年3月3日（愛知県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

▶13年獲得賞金：25,882,550（20位）
▶13年平均ストローク：71.4422（18位）
▶ 通算優勝回数：4回
▶ ロレックスランキング：76位

Mayu Hattori
服部　真夕 ＬＩＸＩＬ

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

▶13年獲得賞金：50,330,404（6位）
▶13年平均ストローク：70.4516（2位）
▶ 通算優勝回数：19回（13年1勝）
▶ ロレックスランキング：53位

Sakura Yokomine
横峯さくら エプソン
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1977年4月25日（群馬県）
LPGA入会：2002年9月1日（74期生）

▶13年獲得賞金：36,307,571（11位）
▶13年平均ストローク：71.6304（23位）
▶ 通算優勝回数：6回（13年1勝）
▶ ロレックスランキング：72位

Esther Lee
リ　エスド

Mihoko Iseri
井芹美保子

Maiko Wakabayashi
若林舞衣子

Hiromi Mogi
茂木　宏美

ヨネックス

赤城CC

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

▶13年獲得賞金：44,388,571（8位）
▶13年平均ストローク：70.9564（7位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：66位

Ritsuko Ryu
笠　りつ子

Yumiko Yoshida
吉田弓美子

So-Hee Kim
キム　ソヒ

Soo-Yun Kang
姜　秀　衍

京セラドキュメントソリューションズ イーグルポイントGC

軽撃区　ゆるり

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

▶13年獲得賞金：29,426,900（18位）
▶13年平均ストローク：71.1437（11位）
▶ 通算優勝回数：3回
▶ ロレックスランキング：90位

Yukari Baba
馬場ゆかり 　

1982年11月19日（韓国）
LPGA入会：2007年12月1日（79期生）

▶13年獲得賞金：9,230,333（53位）
▶13年平均ストローク：72.5636（48位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：148位

1976年3月15日（韓国）
　

▶13年獲得賞金：21,159,285（31位）
▶13年平均ストローク：71.7917（31位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：107位

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

▶13年獲得賞金：54,953,403（4位）
▶13年平均ストローク：71.0183（9位）
▶ 通算優勝回数：3回（13年2勝）
▶ ロレックスランキング：59位

1986年4月25日（韓国）
　

▶13年獲得賞金：25,392,199（22位）
▶13年平均ストローク：71.5237（20位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：104位

1988年6月9日（新潟県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

▶13年獲得賞金：25,167,000（23位）
▶13年平均ストローク：72.2190（42位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：133位

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

▶13年獲得賞金：9,010,600（55位）
▶13年平均ストローク：72.2949（43位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：157位
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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）

▶13年獲得賞金：36,526,500（10位）
▶13年平均ストローク：71.5249（21位）
▶ 通算優勝回数：3回（13年1勝）
▶ ロレックスランキング：86位

1992年10月8日 （千葉県）
LPGA入会：2013年8月2日（85期生）

▶13年獲得賞金：34,138,714（13位）
▶13年平均ストローク：71.4002（16位）
▶ 通算優勝回数：2回（13年1勝）
▶ ロレックスランキング：92位

1988年7月6日（韓国）
LPGA入会：2013年1月1日（85期生）

▶13年獲得賞金：25,494,284（21位）
▶13年平均ストローク：71.3817（15位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：121位

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

▶13年獲得賞金：23,639,000（25位）
▶13年平均ストローク：71.7108（27位）
▶ 通算優勝回数：2回（13年1勝）
▶ ロレックスランキング：113位

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

▶13年獲得賞金：17,387,117（36位）
▶13年平均ストローク：72.4028（46位）
▶ 通算優勝回数：6回
▶ ロレックスランキング：158位

Player’s Profile

Junko Omote
表　純子

Misuzu Narita
成田美寿々

Na-Ri Lee
イ　ナリ

Kaori Ohe
大江　香織

Rui Kitada
北田　瑠衣

Na-Ri Kim
金　ナリ

Megumi Kido
木戸　愛

中部衛生検査センターGOLF5 　

　 　

ゼンリン

1990年4月5日（山形県）
LPGA入会：2009年8月1日（81期生）

▶13年獲得賞金：20,677,998（32位）
▶13年平均ストローク：71.8745（33位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：155位

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

▶13年獲得賞金：22,293,666（28位）
▶13年平均ストローク：71.5794（22位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：137位

1981年11月1日（京都府）
LPGA入会：2002年9月1日（74期生）

▶13年獲得賞金：3,045,000（91位）
▶13年平均ストローク：73.9567（84位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：218位

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

▶13年獲得賞金：34,116,666（14位）
▶13年平均ストローク：71.4329（17位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：114位

Natsu Nagai
永井　奈都 新大阪GC

Kumiko Kaneda
金田久美子 ミュゼプラチナム
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1988年7月12日（北海道）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

▶13年獲得賞金：23,598,500（26位）
▶13年平均ストローク：71.6364（25位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：162位

1980年2月2日（韓国）
　

▶13年獲得賞金：22,049,380（29位）
▶13年平均ストローク：72.4777（47位）
▶ 通算優勝回数：1回（13年1勝）
▶ ロレックスランキング：105位

1983年5月11日 （韓国）
　

▶13年獲得賞金：3,342,000（88位）
▶13年平均ストローク：73.3325（68位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：243位

1987年10月13日（台湾）
　

▶13年獲得賞金：33,318,500（16位）
▶13年平均ストローク：71.0010（8位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：94位

1987年11月7日（愛知県）
LPGA入会：2008年12月1日（80期生）

▶13年獲得賞金：17,233,666（37位）
▶13年平均ストローク：71.7495（29位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：171位

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

▶13年獲得賞金：23,781,166（24位）
▶13年平均ストローク：71.6318（24位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：124位

1981年11月11日 （鹿児島県）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

▶13年獲得賞金：10,138,928（51位）
▶13年平均ストローク：72.2949（43位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：223位

1988年10月5日（熊本県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

▶13年獲得賞金：39,777,266（9位）
▶13年平均ストローク：71.0627（10位）
▶ 通算優勝回数：1回（13年1勝）
▶ ロレックスランキング：89位

1991年5月24日（福島県）
LPGA入会：2010年8月1日（82期生）

▶13年獲得賞金：20,453,200（33位）
▶13年平均ストローク：71.7121（28位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：144位

Yeo-Jin Kang
姜　如　珍

Asako Fujimoto
藤本　麻子

Yuko Fukuda
福田　裕子

Miki Sakai
酒井　美紀

富士通 関西軽井沢GC

国際スポーツ振興協会
Yuki Ichinose
一ノ瀬優希

Young Kim
ヤング・キム

Erina Hara
原　江里菜

Teresa Lu
テレサ・ルー

加賀電子 SKIN FOOD

NEC 太陽生命

Erika Kikuchi
菊地絵理香 イーエックスSDP
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1989年1月12日（韓国）
　

▶13年獲得賞金：15,358,428（40位）
▶13年平均ストローク：71.8638（32位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：160位

1992年11月25日（神奈川県）

▶13年獲得賞金：16,433,914（38位）
▶13年平均ストローク：71.4444（19位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：156位

1989年12月6日（神奈川県）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）

▶13年獲得賞金：3,619,094（81位）
▶13年平均ストローク：73.7154（77位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：275位

1987年11月11日（愛知県）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

▶13年獲得賞金：13,207,000（44位）
▶13年平均ストローク：72.1695（41位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：204位

1986年2月22日（韓国）
LPGA入会：2010年1月1日（82期生）

▶13年獲得賞金：4,875,000（73位）
▶13年平均ストローク：ー
▶ 通算優勝回数：3回
▶ ロレックスランキング：173位

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

▶13年獲得賞金：11,318,865（47位）
▶13年平均ストローク：71.9662（38位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：198位

Player’s Profile

Lala Anai
穴井　詩

Bo-Bae Song
宋　ボベ

Harukyo Nomura
野村　敏京

Ah-Reum Hwang
黄　アルム

Airi Saitoh
斉藤　愛璃

Eun-Bi Jang
ジャン ウンビGOLF5

ヤマハ

程ヶ谷CC 　
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青山　加織 浅間　生江 東　　浩子 穴井　　詩 綾田　紘子
廣済堂 GOLF5 伊藤園

新崎　弥生 有村　智恵 アン ソンジュ イ　　ジウ イ　ジミン
ミズノ 日本ヒューレット・パッカード ENERZA ENERZA

李　知　姫 イ　　ナリ イ　　ボミ 飯島　　茜 葉　莉　英
GOLF5 正官庄 TOTO

池内真梨藻 石川　彩子 井芹美保子 一ノ瀬優希 イム キョンミン
加賀電子

ウェイ ユンジェ 上原　美希 内山　久美 O.サタヤ 大江　香織
フェニックスゴルフアカデミー 松辰 MIYATA SPACE AND CRAFT

大久保夢未 大城さつき 大谷奈千代 大塚有理子 大山　志保
城島高原GC 大和ハウス工業

岡崎　綾子 岡村　　咲 小川茉奈美 小楠　梨紗 表　　純子
スターツ 中部衛生検査センター

加藤あづみ 金田　愛子 金田久美子 鎌田ヒロミ 川﨑充津子
オークビレッヂGC ミュゼプラチナム スターツ笠間GC

姜　秀　衍 姜　如　珍 菊地絵理香 木佐貫めぐみ 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

倉田珠里亜 桒原えりか 小竹　莉乃 佐伯　三貴 斉藤　愛璃
グランデージGC ジェイコム トラストネットワーク 日立アプライアンス 程ヶ谷CC

斉藤　裕子 酒井　千絵 酒井　美紀 櫻井　有希 J.J.ホン
帆風 国際スポーツ振興協会 スターツ

J.スピーチリー 下川めぐみ 下村真由美 ジャン ウンビ 城間　絵梨
エスブランド ほけんの窓口グループ

全　美　貞 辛　炫　周 新坂上ゆう子 園田絵里子 宋　　ボベ
眞露

高村　亜紀 タミー・ダーディン 趙　　純華 辻　　梨恵 辻村明須香
大和地所 IDEC

恒川　智会 テレサ・ルー 豊永　志帆 ナ　　ダエ 永井　奈都
高沖ゴルフアカデミー 太陽生命 新大阪GC

中島　真弓 中園　美香 永田あおい 中村　香織 中村　美枝
TOSHIN チュウブ GOLF5

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

服部　真夕 馬場ゆかり 原　江里菜 パン イエンホン P.チュティチャイ
LIXIL NEC Singha

比嘉真美子 黄　アルム フェービー・ヤオ 福嶋　浩子 福田　真未
ヤマハ えん

福田　裕子 藤崎　莉歩 藤田　幸希 藤本　麻子 不動　裕理
関西軽井沢GC 太子CC 富士通

堀　奈津佳 松平真佐美 マリア・イイダ 丸岡　　優 三塚　優子
サマンサタバサ 東海CC ほけんの窓口グループ

三橋　里衣 向山　　唯 茂木　宏美 森田理香子 諸見里しのぶ
TDCプランニング 赤城CC リコー ダイキン工業

山中　　恵 山村　彩恵 山本　薫里 ヤング・キム ユー ペイリン
ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 サマンサタバサ SKIN FOOD

横峯さくら 横峯　瑠依 横山　倫子 横山三和子 吉田弓美子
エプソン 加賀電子 横浜CC イーグルポイントGC

葭葉　ルミ リ　エスド 笠　りつ子 若林舞衣子 渡邉　彩香
京セラドキュメントソリューションズ ヨネックス ユピテル

All Players

  出場選手一覧
（五十音順）

（8月26日現在）
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Past Winners

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 120

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 あさひヶ丘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）
※荒天の為、3日間に短縮 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、申 ジエ 131

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） 1 フォン シャンシャン 132

2012.9.6-9 タラオCC 西C（滋賀）  6,670Y・72 有村　智恵 140,000,000
25,200,000 69・65・69・72＝275（-13） 1 朴 仁 妃 132

歴代優勝者一覧 1968~2012

P.O.：プレーオフ
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for the FUTURE ～未来のために～
私たちの未来を担う子どもたち。

その心にある疑問に答えることは、子どもたちを育てることにもつながります。
ゴルフが大好きな子どもたちの健やかな成長を祈りながら、

女子プロが質問に答えました。
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私が小さい頃は、両親の言うことを聞いて言わ
れたことをやっていた感じですね。今、考えると
もっと考えながら練習すればよかったかなと
思います（笑）。でも小さい頃はたくさん練習
できるもの。そういう時期も必要だと思います。
今はお父さん、お母さんの言うことをちゃんと
聞いてください。ゴルフをさせてもらえるのはと
ても幸せなことです。

昔から9番アイアンと6番アイアンを打って
スイングを作ってきました。だからこの2本が
基本のクラブだと思っています。プロになった
今の練習でも同じですよ。この2本を100球
ずつくらい打てばいいんじゃないかな。
まだ体も成長している途中だと思うので、あま
り練習し過ぎず、ゆっくりやりましょう。それと
ゴルフだけじゃなくて勉強もがんばろう。

美
み の り

乃里ちゃん
（神奈川県・７歳）

真
ま お

央ちゃん
（静岡県・６歳）

拓
た く ま

真くん
（大阪府・8 歳）

大丈夫。私も小学校高学年からバスケットをし
ていました。その経験はゴルフにもしっかり生
きています。バスケットは視野を広く持つこと
が大切なチームスポーツ。ゴルフでも視野を広
く持つことは大切ですから。また、どのスポーツ
でもリズムとテンポはとても大事。そのことも
学べたと思います。今はまだ好きなスポーツを
好きなだけやって、その中でゴルフを選んでプロ
になりたいのなら、一生懸命練習してください。
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for the FUTURE  ～未来のために～

ゴルフの練習は、試合がある週は毎日します
が試合がない週や連戦が続いた時は休む日
もあります。練習内容はあまり決まっていなく
て、ショットを長時間する時もあればショー
トゲームばかりする時もあります。基本的に、
ショット練習、アプローチ、パター、トレーニン
グを程よく自分なりに組み合わせながら、時間
はだいたい一日の半分くらいはゴルフに費やし
ています。

郁
かおる

くん
（埼玉県・９歳）

彩
あ や め

芽ちゃん
（大阪府・１０歳）

成
な る み

美ちゃん
（東京都・９歳）

賞金を初めてもらった後、母と一緒に買い物に
行って服をプレゼントしました。私の試合を見
に来てくれるときに「かわいい洋服が着られる
といいね」と言いながら。だからそういう服を
一緒に選びました。
初優勝の賞金では、欲しいな、と思っていた
バッグを買いました。私としてはものすごく高い
買い物でした。

私がゴルフを始めたのは小学校3年生のとき。
それからは、友達や先輩がいるのでとにかく
楽しく続けてきました。
スイングを作って、大きくなっていくにつれて
飛ぶようになりました。でも飛ばすことばかり
がゴルフじゃありません。だんだん身長も伸び
て、飛距離も伸びてきます。練習していれば、
自然に飛ぶようになりますよ。
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距離を伸ばすためには、クラブを思い切り
振る練習を週に3回くらい入れてみるといいで
すよ。全力の7割で打つのがいつもの練習なら、
そうじゃなくて思い切り振るときを作るのがお
すすめです。「下級生にも負けてしまいます」と
いうことですが、他人のことを気にしちゃダメ。
自分のペースでしっかり練習していればいいん
です。あわてないでゆっくりやってください。

練習ラウンドのとき、ティーショットの狙い目
（ターゲット）やグリーンでここが高くてここが
低いというような傾斜などをチェックして書
いています。メモをつけ始めたのは学生時代。
競技を始めた頃、みんながやっているのを見
たり聞いたりしていました。前は自分のスイン
グの注意点を書き込んだりもしていました。

海
み ほ

帆ちゃん
（香川県・１１歳）

陽
ひ な た

向ちゃん
（栃木県・１１歳）

允
まさよし

義くん
（福岡県・１２歳）

得意なのは、昔よく練習していた基本のクラブ、
7番アイアンです。
参考になった本ですか？う～ん。（ゴルフの本
ではありませんが）浅見帆帆子さんという人
が書いた『あなたは絶対運がいい』ですね。
読んだことで考え方が前向きになったと思い
ます。この本を読んだ年（2009年）は、賞金
女王にもなれたんです。
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そんな風に言ってくれてありがとうございます。
契約先のかわいいウェアの中から自分に似合
うなと思うものを選んで着ています。ポップで
明るく、楽しい気分になれてゴルフ場に映える
ものと考えています。私は、「もっと強くなりたい」
「もっと輝きたい」という気持ちはいつも強く
持っています。今、できることを一生懸命やって
ください。それが大事なことではないでしょうか。

リョータくん
（大阪府・１２歳）

佳
か こ

子さん
（千葉県・１７歳）

真
ま ゆ な

優菜ちゃん
（広島県・１２歳）

私のサインは高校の時、親友が考えてくれまし
た。本当に使うかは考えてもいなかったのです
が、今、それを使っています。プロになって間も
ない頃、サインをもらいに来てくださった方たち
に「私なんかのサインでいいの？」と思ったこと
もあり「ありがとうございます」という一言を
添えています。私にとってサインとはファンへ
の感謝のしるし。とても大事なものなのです。

トレーニングはずっとやっています。プロにな
る前は、ひとりでトレーニングしていましたが、
専門の人（トレーナー）とトレーニングした方
が効果的なので、できればトレーナーの方に
見ていただくのがいいでしょう。
大切なのは短い時間で効果を求めないことで
す。長い時間をかけてじっくり体を作ってくだ
さい。

for the FUTURE  ～未来のために～
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HOLE GUIDE

北の大地に広がる恵庭カントリー倶楽部。
戦略性の高い林間コースは
真のチャンピオンを決めるのにふさわしい。

第46回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯
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No.1~No.9
Total: 3,304Yards  Par : 36

恵庭カントリー倶楽部

ストレートなホール。
セカンド地点からは打ち下ろしとなる。
落下地点はフェアウェイが狭く、ティーショットのポジショニング
が大事。

打ち下ろしと、グリーン手前の池とバンカーがセカンドショットの
距離感を狂わす。確実にグリーンをとらえたい。

ストレートに見えるが、フェアウェイはスネークラインになっている。
セカンド地点の右サイドにある小さな木々は要注意。

しっかりと距離を合わせて、ワンオンを狙いたい。
グリーン上空は風が抜けるため、注意が必要。

1H
381yards Par4

2H
435yards Par4

3H
359yards Par4

4H
161yards Par3
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Hole Guide

グリーン左の池に惑わされないよう攻めていきたい。
左右のティーインググランドで、池のプレッシャーが変化する。

緩やかな打ち上げのPar５。
フェアウェイは狭く、スネークラインになっている。
セカンドショットで確実にフェアウェイをキープし、
サードショットでピンを狙いたい。

フェアウェイセンターにある２つのラフ。ティーショットでフェアウェ
イをキープできれば、バーディーの確率は格段にあがる。ティー
ショットのポジショニングがキーポイント。

グリーン左のポットバンカーは、この大会のために新設された。
このポットバンカーにつかまると、パーセーブは至難の業。

やや左ドッグレッグのPar４。無理をせず、右サイドから狙いたい。
フェアウェイ左のバンカーは要注意。土手が高くグリーンが見えない。

6H
501yards Par5

7H
385yards Par4

8H
170yards Par3

9H
525yards Par5

5H
387yards Par4
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No.10~No.18
Total: 3,378Yards  Par : 36

恵庭カントリー倶楽部

ストレートなホール。
フェアウェイは広く見えるが、落下地点から先は極端に狭くなる。
ティーショットの距離感と正確性が要求される。

距離のあるPar４。フェアウェイは狭く、
パーセーブをするにはフェアウェイキープが必須条件となる。

ティーショットは左のバンカーへ、
セカンドショットは右のバンカーへと、
フェアウェイが向いている。正確な距離感と方向性が求められる。

風に注意したい。
ピンの奥からはバーディーは難しい。
手前から確実に攻めていきたい。

10H
381yards Par4

11H
403yards Par4

12H
519yards Par5

13H
173yards Par3
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Hole Guide

フェアウェイをキープできれば
バーディーの確率は高くなるが、大きなグリーンの
アンジュレーションを読み切れるかがキーポイントとなる。

大会のため、グリーン手前のバンカーは池に改造された。
緩やかな打ち上げが距離感を奪う。
グリーンは大きなアンジュレーションがあり、
ピンと同じ面でなければ、バーディーは難しい。

セカンド地点とグリーン手前の池が絶妙に配置されている。
セカンドショットは微妙な打ち下ろしとなり、グリーン手前の池が
プレッシャーをあたえる。

距離のあるPar４でフェアウェイには大きなアンジュレーションが
ある。ティーショットの正確性が必要。

大会のために新設された池に浮かぶティーインググランド。
美しいホールだが、距離が長く難易度は高い。

15H
377yards Par4

16H
200yards Par3

17H
522yards Par5

18H
393yards Par4

14H
410yards Par4
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Let’s Enjoy G olf Tournament

日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯にようこそ！
国内を代表する女子プロがたくさん参戦するトーナメントを思い切り楽しんでください。
そこで、ゴルフ観戦をより楽しむために、ゴルフがどんなスポーツかを知っておくことが大切ですね。

そのホールでボールを
最初に打つ場所。
ドライバーを使うことが多い。

プロのバッグの中を
のぞいてみると…
クラブは14本まで
入れることができるぞ！

ドライバーの次に飛ぶクラブ。
地面から直接打つときに使う。 
飛ばす距離に応じて、
3W（スプーン）、4W（バフィー）、
5W（クリーク）などを使い分ける。
数字ごとにロフト（ボールが当たる
クラブのフェイス面の角度）が違う。

飛ばす距離より
方向を重視するときに使うクラブ。
数字が大きくなるごとに
飛ぶ距離は短くなり
SW（サンドウェッジ）は
バンカーショットにも使う。

芝生が長く伸びている場所。
ここに打ち込むとボールが
隠れてしまい打つのが難しい。

ゴルフとは、打ち
始めるところ（ティーインググランド）
からボールを打ち始めて、

グリーンに空けられた穴（カップ）の中に、
そのボールを入れるまでを

1ホールとして18ホールの合計した
打数の少なさを競う競技です。

ポイ
ント
❶

グリーンの上で
ボールを転がすためのクラブ

く伸びている場所

アイアン

パター

フェアウェイウッド FWFW

クラブの中で
一番遠くに飛ばせる。

ドライバー 1W1W

I
PT

I
PT
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18ホールをプレーして
合計打数が少ない人が
勝つのがゴルフなんだ。

各ホールには、
規定の打数が決められており、

同じ打数でカップに
入れることをパーと呼びます。  
スコアに関する言葉って
面白いんだよ。
みんなも覚えてね。

〈スコアに関する言葉〉
呼び方

ダブルイーグル
（アルバトロス）
イーグル
バーディー
パー
ボギー

ダブルボギー
トリプルボギー

パーとの違い

3打少ない

2打少ない
1打少ない

1打多い
2打多い
3打多い

数字の書き方

-3

-2
-1
0
+1
+2
+3

ゴルフコースの区域外の所をいう。
白いくいを結んだ線の外にボールが
出るとプレーできないのでもう1度
打ち直しになる。

ポイント❷

ポイント❸

砂場。ボールが埋まってしまうと
打つのが難しいけれどプロが
うまく出したときには拍手しよう。

ボールを入れるためのカップ（穴）が
ある場所。芝生が短く刈ってあるので
ボールが速く転がる。カップ（穴）に
ボールを入れてそのホールが終わる。

バーディーは小鳥、イーグルは鷲、アルバトロスはアホウドリと、
鳥の大きさの違いから名付けられたんだよ。

芝生が刈りそろえてある場所。
ここにボールがあれば
次のショットが打ちやすくなる。

豆知識

池などでショットすることが
できない地点。ここに入れて
しまったら、ボールを取り出し、
打ち直します。罰として1打が
プラスされる。

アに関する言葉〉
パーとの違い 数字の書き方
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LPGA Report

2013年最終プロテスト合格者一覧
（7月30日～8月1日 美奈木ゴルフ倶楽部）

2013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）

トップ合格できると
思っていなかったの
で、自分でもびっく
りしています。
シード権を取って
賞金女王を目標に
頑張りたいです。

倉田 珠里亜
1993年7月14日生まれ　出身地：奈良県桜井市

所属：グランデージGC

【１位合格者】

江澤 亜弥 大津 くるみ 柏井 麻衣
霞ヶ関CC 半田ゴルフリンクス

鎌田 ヒロミ 倉田 珠里亜 小橋 絵利子
スターツ笠間GC グランデージGC 扶和メタル

小林 咲里奈 サイ ペイイン 酒井 みゆき
熊谷GC

杉本 愛理 鈴木 愛 田口 晴菜
IOMIC

谷河 枝里子 土田沙弥香 成田 美寿々
鳴尾GC

濱 美咲 藤田 光里 槇谷 香

松森 彩夏 森岡 紋加
葛城GC

ルーキーキャンプ

※ 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（最終プロテスト合格者、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。

（氏名、所属は8月26日時点）

総勢20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。

勝又 優美 近野 梨香 坂井 美幸
KEN HORIO GOLF ACADEMY （株）フジシゲ

柴田 枝里子 杉浦 和美 平井 真弓

別府 有里子 森山 史織
（株）ゴルフスタジアム

ルーキーキャンプ＆2013年新人プロ紹介
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LPGAアワード

LPGAでは、年間を通じてトーナメントで顕著な成績をあげた選手および、ゴルフビジネスの分野で広く社会に貢献した
会員の功績を称える目的で、2012年より『LPGAアワード』を創設し表彰を行っています。中でも、LPGAツアーでの
総合的な活躍度を評価することを目的として、年間最優秀選手を表彰するための『LPGA Mercedes-Benz Player of 
the Year』というタイトルを設立しました。

2012年度受賞者紹介

LPGA Mercedes-Benz Player of the Year 選出方法
LPGAツアー競技での上位入賞成績と出場ラウンド数の2つの
構成要素をポイントに換算し、これらの合計ポイントをLPGAツ
アーでの総合的な活躍度を評価する数値とします。このポイント
は、「メルセデス・ランキング」として、LPGAオフィシャルサイト
にてトーナメント終了後に随時更新しています。
※公式戦での成績ポイントは2倍にして加算する
※公式戦以外の4日間競技での成績ポイントは1.5倍にして加算する

成績ポイント
順位に応じて30pt～1pt  + 

出場ラウンド数
1ラウンドにつき1pt  = 合計ポイント

今シーズンも後半に向けてますます熱気を増す2013年のLPGAツアー。各タイトルの行方にもご注目ください。

LPGA Report

順位 名　前 合計
ポイント

成績
ポイント

ラウンド
数

優勝
回数 獲得賞金

1 森田理香子 350.0pt 282.0pt 68.0pt 3 ¥90,571,571
2 吉田弓美子 271.5pt 208.5pt 63.0pt 2 ¥54,953,403
3 横峯さくら 264.5pt 204.5pt 60.0pt 1 ¥50,330,404
4 佐伯　三貴 257.5pt 207.5pt 50.0pt 2 ¥57,742,428
5 笠　りつ子 255.5pt 190.5pt 65.0pt 0 ¥44,388,571
6 全　美　貞 223.5pt 168.5pt 55.0pt 1 ¥51,962,999
7 表　　純子 218.0pt 155.0pt 63.0pt 1 ¥36,526,500
8 堀　奈津佳 214.0pt 150.0pt 64.0pt 2 ¥59,683,666
9 一ノ瀬優希 212.0pt 148.0pt 64.0pt 1 ¥39,777,266
10 テレサ・ルー 211.0pt 155.0pt 56.0pt 0 ¥33,318,500

　　　2013 メルセデス・ランキング（2013年8月26日現在）

LPGA Mercedes-Benz Player of the Year
全 美 貞
年間を通じてLPGAツアーで最も顕著な活躍を見せたプレーヤーに与えられる賞。

賞金ランキング第1位
全 美 貞
年間獲得賞金額が第1位の者。

平均ストローク第1位
全 美 貞
年間平均ストローク第1位の者。

新人賞
成田 美寿々
2012年LPGA新人賞の対象者は、TPD登録者で下記のいずれかに該当し、2013
年シード権を取得した者。
 （１）2011年及び2012年プロテスト合格者
 （２）当該年度においてはじめてTPD単年登録をした者については出場資格を有する
　　  当該年度1年間。

ティーチャー・オブ・ザ・イヤー
菅野 仁美
優れたゴルフ指導技術・ゴルフ理論を有すると認められた者。

ゴルフビジネス賞
石合 文子
ゴルフ普及、ゴルフビジネスにおいて顕著な功績があると認められた者。

メディア賞『ベストショット』部門
服部 真夕
年間で最も印象に残り、技術的にも記録的にも残る、プロが成せる究極の一打。

メディア賞『ベストコメント』部門
不動 裕理
共同会見やインタビューなどで、最も印象に残った選手の一言。

特別賞
岡本 綾子
LPGA会員で、当該年度に顕著な活躍をした者や広く社会に認められる活動を
行った者など。
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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には、
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。

コニカ
ミノルタ
コーナー

1回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）

コニカミノルタ
チャリティダーツゲーム
▶９月12日（木）～15日（日）

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
　　　　　　　　 （コニカミノルタコーナーにて）
●抽選結果発表：8：00にコニカミノルタコーナー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フォトサービス
▶９月14日（土）

★ギャラリーゲートオープンは6：15を予定

第46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

LPGA
イベント
皆さんの

ご参加をお待ち
しています!!
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Event Guide

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オリジナルグッズ販売
▶９月12日（木）～15日（日）

展示している選手のサイン入り写真（日本ゴルフ写真家協会ご提
供）の中から、ご希望の写真に入札していただきます。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
写真を発送します。

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
抽選で優勝選手サイン入りキャップな
どをプレゼントします。

LPGAチャリティフォトオークション
▶９月12日（木）～15日（日）

LPGA優勝者当てクイズ
▶９月12日（木）～15日（日） 12時応募締切

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。

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。
※スタンプラリー台紙はインフォメーションにて配布（各日200枚まで）

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スナッグゴルフレッスン
▶９月14日（土）

LPGAスタンプラリー
▶９月12日（木）～15日（日）  

LPGAジュニアゴルフレッスン会
2016年 目指せ！世界
▶９月15日（日）  

LPGAの会員が大会運営スタッフとして参加し、様々な運営
業務をサポートします。

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会員が大会の運営をバックアップ

小学生ゴルフ観戦＆
ボランティア体験
▶９月15日（日）

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。

LPGAジュニアゴルフクリニック
▶９月14日（土） ゴルフを

通しての
社会貢献

その他
ギャラリー
サービス
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Membership

Play

Present

LPGAオフィシャルファンクラブ

LPGA CLUB

UCコミュニケーションセンター入会デスク　0120-888-860（9：00～17：00 1/1休み）
LPGA CLUB メンバーデスク　03-6890-0505（10：00～17：00 土・日・祝日・年末年始休み）

入会に関する
お問い合わせ

■ LPGA CLUBメンバーシップをご実感ください。
プロとの交流イベントにご参加
選手達を交えたファンイベントなど特別イベントを開催します。
憧れのプロとの交流をお愉しみいただいたり、ツアーでは見ら
れない選手たちの素顔が見られる絶好のチャンスです。
※ イベントについて詳しくは、LPGA CLUBホームページ（http://lpgaclub.jp）を
ご覧ください。

LPGA CLUBオリジナルカレンダー
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
ンダーを、メンバー全員に進呈いたします。

トーナメント観戦チケット
トーナメントの観戦チケットを、抽選にてプレゼントいたします。
※一部トーナメントは除きます。

トーナメントコースでプレー
トーナメント開催時ティグラウンド、ピンポジションを再現し、女子
プロ選手が戦った舞台セッティングを体験いただく企画です。
※トーナメントを開催しているすべてのコースが対象ではございません。
　 また、開催時期によっては、まったく同じ状態をご提供できない場合もござい
ますので、あらかじめご了承ください。

メンバー限定チャリティオークションを開催
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メンバーの方のみです。

LPGA CLUBニュースをお届け
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
会報誌を発行。

LPGAオリジナルグッズ
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。

メンバーズコンペ
メンバーの皆さまの交流を深めていただくためのメンバーズコンペを
開催いたします。
※詳しくはLPGA CLUBホームページ（http://lpgaclub.jp）をご覧ください。

LPGAを応援してくださるすべての方へ。
プレミアム特典とステータスを堪能できる「LPGA CLUB」。

■アドバンテージとともにプレーをお愉しみください。

■他では手に入らないアイテムを進呈いたします。

メンバー募集中！　http://lpgaclub.jp



LPGA Report

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 開場（協賛）

5月14日（火） 福岡県新宮町 カスタネット倶楽部 ダイナミックゴルフ新宮

5月28日（火） 神戸市北区 ダンロップゴルフコース

7月29日（月） 横浜市保土ヶ谷区 ハンズゴルフクラブ

9月17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

10月8日（火） 静岡県三島市 三島ジャンボゴルフセンター
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、日本女子プロゴルフ協会が主催いたします。

これまでの義援金総額 ¥307,251,258

※2013年7月31日時点

チャリティレッスン会

東日本大震災 復興支援チャリティ義援金

LPGAでは、東日本大震災復興支援活動の一環として、チャリティレッスン会を全国で開催しています。
イベントの収益は、被災地に寄贈するスナッグゴルフセットの購入費用に充てられます。

2011年3月11日に発生した東日本大震災により、避難生活を余儀なくされている方々、また被災地以外でも不安を
抱えている方々が多くいらっしゃいます。
日本女子プロゴルフ協会では、被災されたすべての方々の復興を願い、“心をひとつに”というスローガンのもと、
復興支援を目的としたチャリティ活動を行っています。このスローガンには、「復興を願い、復興を信じ、心をひとつに
して被災地を支援したい」という、選手、LPGA会員、スタッフの思いが込められています。
プロゴルファー、ファン、被災地復興を願う方々の心をひとつにして、様々な形でチャリティ活動に取り組んでまいります。

LPGAチャリティ報告
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LPGA Legends Tour

LPGAレジェンズツアー

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。

2013年6月5日～6日 福岡雷山ゴルフ倶楽部2012年8月30日～9月1日 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部

優勝 高　又　順

2位
中嶋　千尋
ケイ ジャンヌ

4位 野呂奈津子

5位
塩谷　育代
池谷久美子

優勝 森口　祐子

2位 鎮西まゆみ
3位 三橋　里衣
4位 大金　寿子
5位 黄　璧　洵

ふくやカップ2013マダムオープンLPGAレジェンズチャンピオンシップルートインカップ

昨年、上田丸子グランヴィリオGCにて行われた第３回 LPGAレジェンズチャンピオンシップルートインカップ。

※本年のLPGAレジェンズチャンピオンシップ supported by エリエールは
　2013年9月4日～6日 五浦庭園カントリークラブで開催いたしました。
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▶ティーチングプロフェッショナル資格認定制度
現在、公益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、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。

▶ジュニア指導者（ジュニアゴルフコーチ）の育成
現在、ジュニアゴルフ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ため独自に指導者育成研修を行っています。この研修では、
子どもの心と体を理解するための講義に始まり初心者に最適なスナッグゴルフの指導方法、そしてゴルフの指導方法などを学び、ゴルフ技
術の向上だけでなく、子どもたちの心身の発達をサポートできる人材の育成を行っています。現在、この研修に参加している女子プロが全
国各地でジュニア指導や指導者講習会の講師として活躍しています。

指導者育成事業

LPGA Report

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。

ティーチングプロA級 328名

ティーチングプロB級 32名

ティーチングプロC級 33名

ティーチングアシスタント 35名

※人数は2013年7月31日現在

▲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 ▲ジュニア指導者（ジュニアゴルフコーチ）の育成

LPGAが取り組む普及活動
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▶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春（スタジオアリス女子オープンジュニアカップ）と秋（全日本小学生
ゴルフトーナメント）に開催しています。これらのトーナメントでは、女子プロが各組に帯同し、スコアラー、進行、ルール指導など子ども
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。

▶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、2010年より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。ジュニア指導に経験豊富なLPGAジュニアゴルフコーチが「楽しく」「分かりやすく」ゴルフ指導を行って
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
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。LPGA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
2010年4月、LPGA 初の常設ジュニアゴルフスクールをトーキョージャンボゴルフセンター（東京）に開校しました。LPGAではこのスクール
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ガールズゴルフトーナメント
今年より女子中学生・女子高校生を対象とした「LPGAガールズゴルフトーナメント」を開催しています。

ジュニア普及
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。

LPGAが取り組む普及活動

▲全日本小学生ゴルフトーナメント ▲スタジオアリス女子オープンジュニアカップ ▲LPGAジュニアゴルフレッスン会 2016年 目指せ！世界
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LPGA Report

▶LPGAキッズゴルフデー
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。楽しいレッスンやコース体験を通して親子で笑顔あふれる1日を過ごしています。

▶LPGAジュニア育成基金
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」や啓発小冊子の作成など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
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会　ジュニア育成基金口

ご寄付振込先

LPGAサマーキッズデー in MIE
●7月22日（月） 涼仙ゴルフ倶楽部

コニカミノルタ PRESENTS LPGAサマーキッズデー
●7月26日（金） 麻生飯塚ゴルフ倶楽部

LPGAサマーキッズデー in HYOGO
●8月2日（金） ABCゴルフ倶楽部

●3月31日（日）  東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ
●4月21日（日）  ココパリゾートクラブ 白山ヴィレッジゴルフコース
●7月6日（土）  五浦庭園カントリークラブ

●9月28日（土）  長野カントリークラブ（予定）
●10月26日（土） 修禅寺カントリークラブ（予定）

コニカミノルタ PRESENTS LPGAサマーキッズデー
●8月9日（金） 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ

スタンレー電気 PRESENTS LPGAサマーキッズデー
●8月23日（金） 大多喜城ゴルフ倶楽部

RICOH PRESENTS LPGAキッズゴルフデー in MIYAZAKI
●11月16日（土） 宮崎カントリークラブ

▲LPGAキッズゴルフデー ▲LPGAファミリーゴルフデー ▲スナッグゴルフイベント

▲LPGAキッズゴルフデー
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LPGA TOUR
開催日 大会名 開催コース 賞金総額（万円） 優勝者

3/8-10 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 森田理香子
3/15-17 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 全　美　貞
3/22-24 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 一ノ瀬優希
3/29-31 アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI UMKCC 8,000 堀　奈津佳
4/4-7 ヤマハレディースオープン葛城 葛城GC山名C 10,000 比嘉真美子
4/12-14 スタジオアリス女子オープン 花屋敷GCよかわC 6,000 金　　ナリ
4/19-21 KKT杯バンテリンレディスオープン 熊本空港CC 6,000 佐伯　三貴
4/26-28 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 佐伯　三貴
5/3-5 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 横峯さくら
5/9-12 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 茂木　宏美
5/17-19 ほけんの窓口レディース 福岡CC和白C 12,000 O . サタヤ
5/24-26 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 森田理香子
5/31-6/2 リゾートトラストレディス 関西GC 7,000 比嘉真美子
6/7-9 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 表　　純子
6/13-16 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 森田理香子
6/21-23 ニチレイレディス 袖ヶ浦CC新袖C 8,000 吉田弓美子
6/27-30 アース・モンダミンカップ カメリアヒルズCC 14,000 堀　奈津佳
7/5-7 日医工女子オープンゴルフトーナメント 八尾CC 6,000 ヤング・キム
7/19-21 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 吉田弓美子
8/9-11 meiji カップ 札幌国際CC島松C 9,000 ナ　　ダエ
8/16-18 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 軽井沢72G北C 7,000 成田美寿々
8/23-25 CAT Ladies 大箱根CC 6,000 アン ソンジュ
8/30-9/1 ニトリレディスゴルフトーナメント 桂GC 10,000 
9/6-8 ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント アルペンGC美唄C 6,000 
9/12-15 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 恵庭CC 14,000 
9/20-22 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 
9/27-29 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 
10/3-6 日本女子オープンゴルフ選手権競技 相模原GC東C 14,000 
10/11-13 スタンレーレディスゴルフトーナメント 東名CC 9,000 
10/18-20 富士通レディース 東急セブンハンドレッドC西C 8,000 
10/24-27 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース マスターズGC 14,000 
11/1-3 樋口久子 森永製菓ウイダーレディス 森永高滝CC 7,000 
11/8-10 ミズノクラシック 近鉄賢島CC 9,600 
11/15-17 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 
11/21-24 大王製紙エリエールレディスオープン エリエールGC松山 10,000 
11/28-12/1 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 STEP UP TOUR
開催日 大会名 開催コース 賞金総額（万円） 優勝者

4/16-17 ラシンク・ニンジニア/RKBレディース 福岡CC和白C  1,500 西山ゆかり
5/16-17 エディオンレディースカップ リージャスクレストGCロイヤルC  1,500 大和笑莉奈
7/11-12 ANA PRINCESS CUP 早来CC北C  1,500 香妻　琴乃
7/31-8/1 カストロールレディース 富士OGMGC市原C  1,500 佐々木慶子
8/29-30 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
9/21-22 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
9/26-27 中国新聞ちゅーピーレディースカップ 芸南CC  1,500
10/2-3 フンドーキンレディース 臼杵CC  1,500
10/17-18 ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース 上田丸子グランヴィリオGC  1,500
10/23-24 京都レディースオープン 城陽CC東C  1,500

2013年LPGAトーナメント｜開催日程と結果

（2013年8月26日現在）

Tournament Schedule 2013
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www.lpga.or.jp

LPGA Report

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。

　　@LPGA_Champ　　　　 www.facebook.com/lpga.or.jp

1992年、2002年日本女子プロゴルフ選手権を制した
具玉姫（ク オッキ）さんが 2013年7月10日（水）急性
心筋梗塞のため逝去されました。ゴルフ界における
ご功績に深く感謝し、心よりご冥福をお祈り致します。

《プロフィール》

名　　前 具 玉姫 （ク オッキ）
生年月日 1956年8月1日 （56歳）
出　　身 韓国ソウル市
入 会 日 1984年1月1日 （45期生）
主な戦歴 優勝24回 （国内23勝、海外1勝）
 1992年 日本女子プロゴルフ選手権大会
 ほか公式戦3勝
各賞受賞 1999年 平均ストローク第1位、
 パーオン率第1位
 1998年 パーセーブ率第1位
 1997年 バーディー数第1位
 1996年 パーオン率第1位
 1985年 日本プロスポーツ新人賞
主な記録 生涯獲得賞金 710,981,852円 （8位）

訃報

LPGA Official Website
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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

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46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：一般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2013年8月26日現在のものです。
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● 商品に関するお問い合わせは、LPGA事務局グッズ担当まで。Tel.03-3546-7801（10:00 ～16:00）

LPGA Original Goods

※写真撮影時の照明等の都合やデザイン変更等により、実際の商品とデザインや色、素材感が若干異なることがございます。あらかじめご了承下さい。

LPGAオリジナルグッズ

ピンズコレクション

トーナメント会場のギャラリープラザにあるLPGAブースでは、「LPGAオリジナルグッズ」、「日本女子プロゴルフ
選手権大会コニカミノルタ杯 記念グッズ」を販売しております。ぜひLPGAブースにお立ち寄りください。

ピンクリボンマーカー
¥1,000

ピンクリボンピンバッジ
¥500

フラッグ
カート

キャディバッグ

ティー

各¥1,500

※売上の一部をチャリティしています。
※ 売上の全額を東日本大震災 
義援金として寄付します。

チャーム付きキーリング
¥1,500

丸ロゴマーカー
各セット¥1,500

ハートリボンマーカー
各セット¥2,000

ラインストーンマーカー
各セット¥2,500

ポケットマーカー
各セット¥2,000

レジェンズマーカー
各セット¥1,500

マーブルマーカー
各セット¥1,500

心をひとつにピンバッジ
¥500

大会オリジナルピンバッジ
¥600

大会オリジナルクリップマーカー
各セット¥1,500

ジャガードタオル（フェイス）
各¥1,200

ジャガードタオル（ハンド）
各¥700

マフラータオル 各¥1,500

お静かにストラップ
各¥800
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