


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。
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　第47回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯が、

ここ美奈木ゴルフ倶楽部において盛大に開催されますことを心か

らお祝い申し上げます。

　長い歴史と伝統に培われたゴルフは、日々の練習や大会におい

て集中力や他者を尊重する態度を養うなど、豊かな人間形成に資

するものであり、全世界においてジュニアからシニアにいたるまで

幅広い年齢層の人々に親しまれています。

　また、近年の日本女子プロゴルフ界において、国内外の若い選手

たちの躍進は著しいものがあります。各大会で繰り広げられる若手

選手とベテラン選手の真剣勝負は、観る者をそのプレーに釘付けに

し、国民的スポーツとしてのゴルフの普及に大いに貢献しています。

　このような中、2016年のリオデジャネイロ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。

　そして、2020年にはオリンピック・パラリンピック競技大会が

東京で開催されます。政府として、大会の成功に向けてしっかり準

備してまいります。皆様の御理解、御協力をよろしくお願いします。

　日本女子プロゴルフの最高峰のトーナメントである本大会におい

ては、これまで、トッププレーヤーの高い技術から生み出されるす

ばらしいプレーが多くの人々を魅了し感動を与えてくださいました。

　参加の皆様が、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、今後、2016年、2020

年のオリンピックなど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

Greetingsごあいさつ
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　このたびは第47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いただき、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

は厚く御礼申し上げます。

　本大会は、協会創立47年の歩みとともに、メジャーという女子プロ

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

参りました。その優勝者には、女子プロゴルフ界を牽引してきた

選手の名が数多く刻まれています。そして、ゴルフの普及と拡大を

目指す役割も兼ね備え、毎年全国をサーキット方式で回っております。

　今年戦いの舞台となります美奈木ゴルフ倶楽部は、自然の地形

を生かした戦略性に富んだコースです。今季ツアーは、国内外の

選手に加え、若手の台頭、そしてアマチュア選手の優勝でより

活性化が進み、最後まで誰が勝つかわからない白熱した展開

が続いております。4日間安定した心技体が要求され、プロなら

誰でもほしいメジャータイトルの栄冠を手にするのはどの選手

なのか。ゴルフファンの皆様には、緑豊かで美しいゴルフ場を

堪能しながら、女子プロゴルファーならではの華やかさと力強い

プレーをどうぞご期待ください。

　さて、弊協会では2016年リオデジャネイロオリンピック、

2020年東京オリンピックを見据え、世界で勝つためにさらなる

努力を推し進めて参ります。また、さらに選手たちによる獲得

賞金の1%を義援金とするなど「心をひとつに」東日本復興支援

活動を継続しております。これからもゴルフを通した様々な社会

貢献活動を継続いたします。

　最後になりましたが、本大会開催にあたり多大なるご尽力を

賜りました文部科学省、朝日放送株式会社、美奈木ゴルフ倶楽部、

兵庫県、三木市、そして大会関係者の皆様、ならびに大会運営

にご協力いただきました多くのボランティアの皆様に心より感謝

申し上げ、ご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
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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

Greetingsごあいさつ

　「第47回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」が、

ここ兵庫県三木市の「美奈木ゴルフ倶楽部」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47回目を迎える本大会は、日本女子プロゴルフ界の歴史

そのものでもあり、数々の名勝負が繰り広げられ、多くの人々を魅了し

感動を与えてくれました。そうした歴史に残るドラマに裏打ちされて

きたからこそ、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。本年も日本女子プロゴルフ界の歴史に新たな感動のドラマが

刻み込まれるこの舞台において、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。最高峰のプロたちが、新たな歴史の一場面をどのように作って

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、日々たゆまぬ努力を続け、卓越した

技量により、様々な状況に対応し、最良の結果を導き出しています。

世界が驚くべきスピードで変化し、多様化しつづける今、私どもコニカ

ミノルタも力強く成長し、社会に必要とされる企業であり続けるために、

今後ともお客様本位の企業へと業容転換を進めてまいります。また、

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、お客様

への約束である「Giving Shape to Ideas：思いをカタチに」の考え

を実践し、お客様の課題解決につながる価値を創出することに総力

を傾け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

今も引き続きご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。
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大会名誉副会長
美奈木ゴルフ倶楽部 理事長

　「第47回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」

開催の名誉を賜りますことは、美奈木ゴルフ倶楽部の積年の願

いであり、今回その栄誉に浴しますこと、倶楽部を挙げて心より

歓迎申し上げます。

　ここ美奈木ゴルフ倶楽部が立地いたします所は、2014年度

NHK大河ドラマ「軍師 官兵衛」の出身地「播磨の国」の東部に

位置しております。開場は1989年で今年26年目を迎え、創業者

安達貞市翁は、その著書「生の灯」の中で「ゴルフ 健康とコミュ

ニケーションのために」と題し、「新鮮な空気 緑の環境 足腰の鍛

錬」を挙げています。この精神の基、当コースの設計に当たって

は高低差20メートルの利点を生かし、播磨平野をモチーフとし

た美しい曲線と自然なアンジュレーションがフェアウェイに大きな

うねりを生み出し、大らかで変化に富んだコースとなりました。

　今回、約3年間かけてコース改修を行い選手の挑戦意欲を

掻き立て、持てる技術を絞り出させる難易度の高いフェアなコン

ディション作りが出来ました。

　当倶楽部は、良いゴルフコースが良いゴルファーを育て、良い

ゴルファーが良いゴルフコースに育て、良いメンバーが良い倶

楽部に育てるとの信念をもってホームコース造りの運営に当たっ

て居ります。この精神をご来場の皆様に触れていただければ望外

の幸せです。

　最後に本大会開催に当たり、日本女子プロゴルフ協会の皆様

のご指導に厚く感謝申し上げるとともに、出場選手の皆様、ご協

力いただきました地域社会の皆様、および関係者の皆様のご多

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

ていただきます。

5



大会名誉副会長
朝日放送株式会社 代表取締役社長

　兵庫県の美奈木ゴルフ倶楽部において、「第47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。

　1967年に日本女子プロゴルフ協会が発足し、翌年から年間２試

合で始まった女子プロトーナメント。その後の女子トーナメントは様々

な歴史を刻み、今年は年間37試合、賞金総額は32億5千万円と過

去最高額となりました。そのトーナメントの中でも、この日本女子プロ

ゴルフ選手権は最高の権威、そして歴史と名誉あるメジャー大会です。

　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40年

目となりました。

　その節目となる今年、新しいスターを生み出す場でもあるLPGA

ステップ・アップ・ツアーをグループ会社であるCS放送スカイ・

Ａsports+で全12試合生中継する運びとなりました。

　また男子トーナメントを開催しているABCゴルフ倶楽部でステッ

プ・アップ・ツアー「ABCレディース」を今年初めて共催させていた

だき大いに盛り上がりました。

　今後とも日本女子プロゴルフ協会と共に、女子プロゴルフ界の発

展、そして選手達の活躍出来る土壌を作り上げていきたいと思います。

　今年の会場、美奈木ゴルフ倶楽部は、すばらしいコースセッティン

グに仕上がりました。兵庫県で12年ぶりに開催される国内最高峰の

プロの戦い、メジャーの舞台が醸し出す緊張感の中、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。そ

の試合の模様は、地上波だけでなく、BS朝日、またCSスカイ・A 

sports+といった様々なメディアでも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、美奈木ゴルフ倶楽部、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。

Greetingsごあいさつ
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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 山名　昌衛 （コニカミノルタ株式会社 代表執行役社長）

中竹　　豊 （美奈木ゴルフ倶楽部 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 松﨑　正年 （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 常務取締役）

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）

井戸　敏三 （兵庫県知事）

安達　雅克 （観光日本株式会社 代表取締役社長）

安達幸三郎 （観光日本株式会社 取締役副社長）

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 畑野　誠司 （コニカミノルタ株式会社 常務執行役）

藪本　吉秀 （三木市長）

森下　洋一 （一般社団法人関西ゴルフ連盟 理事長）

鈴木　一誠 （兵庫県ゴルフ連盟 会長）

飯山　光昭 （美奈木ゴルフ倶楽部 執行役員支配人）

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）

競技ディレクター兼競技委員長 江間　陽子 （一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）

大会競技委員 湯本　弘子 （一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）

井上奈都子 （一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）

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）

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）

石井　千枝 （一般社団法人日本女子プロゴルフ協会）

Officials大会役員
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Tournament Facts大会実施要項 

大会名称 第47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、兵庫県、三木市、関西ゴルフ連盟、兵庫県ゴルフ連盟、朝日放送株式会社

特別協賛 コニカミノルタ株式会社

開催日 2014年９月11日（木）・12日（金） 予選ラウンド 13日（土）・14日（日） 決勝ラウンド　15日（月） 予備日

開催コース 美奈木ゴルフ倶楽部　〒673-0755 兵庫県三木市口吉川町大島1187-3　TEL：0794-88-2525

出場資格

① 本大会歴代優勝者
② LPGAツアー競技30勝以上の者（永久シード者）
③  LPGAツアーチャンピオンシップ過去3年間の優勝者
    ［但し、2004～2008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、2004～2008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（永久シード者を除く）
⑧ トーナメント特別保障制度、産休制度適用者
⑨ 同一年度公式競技に4勝し、かつ、LPGA賞金ランキング第1位の者（15年間）
⑩ 同一年度公式競技4勝の者（10年間）
⑪ 同一年度公式競技に3勝し、かつ、LPGA賞金ランキング第1位の者（10年間）
⑫ 同一年度公式競技3勝の者（7年間）
⑬ 同一年度公式競技に2勝し、かつ、LPGA賞金ランキング第1位の者（7年間）
⑭ 同一年度公式競技2勝の者（5年間）
⑮ 公式競技のいずれかに優勝し、かつ、LPGA賞金ランキング第1位の者 （5年間）
⑯「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ロレックスランキングが1位から30位の者（復帰年度1年間の特別シード権）
⑰ 本大会前年度15位までの者
⑱ 過去365日以内に行われたLPGAツアー競技優勝者
⑲ 開催コース所属当該年度TPD登録者（1名）
⑳ 当該年度LPGA最終プロテスト第1位の者
 地区予選会通過者22名の者
 特別承認者
 クォリファイングトーナメント上位者
   （合計 132名）

競技方法

①72ホール・ストロークプレーで行われるものとする。
②36ホール終了し、上位60位タイまでの者が第3ラウンドおよび第4ラウンドへ進出する。
③本競技は9月14日までに72ホールを終了できなかった場合は予備日を使用する。また、予備日を使用しても
　なお72ホールを終了できなかった場合は競技を短縮する。本競技は“54ホール終了”をもって成立する。
④72ホール（競技が短縮された場合は54ホール）が終了し、第1位がタイの場合は、即日LPGA競技委員会が
　指定するホールにおいてホールバイホールのプレーオフを行ない、第1位を決定する。

テレビ放映

▶ABC朝日放送・テレビ朝日系列24局全国ネット
９月12日 （金） 25：34 ～ 26：30 VTR [朝日放送]
９月13日 （土） 15：00 ～ 16：25 VTR [全国ネット]
９月14日 （日） 15：30 ～ 17：25 VTR [全国ネット]

▶BS朝日「BSデジタル５ch」
９月14日 （日） 14：00 ～ 15：25 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 sports＋」
９月11日 （木） 13：00 ～ 16：30 生放送 [予定]
９月12日 （金） 8：00 ～ 11：00 生放送 [予定]
  15：00 ～ 17：00 生放送 [予定]
９月13日 （土） 8：00 ～ 13：00 生放送 [予定]
９月14日 （日） 8：00 ～ 13：00 生放送 [予定]

大会HPアドレス champ.lpga.or.jp
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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

提供：本田技研工業株式会社

カラー複合機
bizhub C364e
提供：コニカミノルタ株式会社

※  Photo: HYBRID Z / ボディカラーはミスティグリーン・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.15）
（大会期間中該当者全員）

文部科学大臣杯 コニカミノルタ杯

ベストスコア賞
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）

日本女子プロゴルフ選手権大会杯

兵庫県三木市「キヌヒカリ」 50㎏

Purse & Prizes賞金・賞杯・優勝副賞・特別賞

提供：三木市

提供：コニカミノルタ株式会社

提供：美奈木ゴルフ倶楽部
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Hiromi 
Kobayashi

会長になられて3年半、今一番、心を砕いている
ことは？

今年は37試合、これだけたくさんの大会を開催してい
ただいて、スポンサーはじめゴルフファン、選手、大会運
営にかかわる皆様に満足してもらっているのかというと
ころです。皆さんの期待に沿う協会運営ができている
かどうか、ゴルフの普及拡大とともに長く応援してもら
うための大事なポイントだと思っています。 

先日、アマチュアがLPGAツアーで勝ちましたが、
会長は世界における日本の女子プロゴルフ界をど
のように見ていますか。

非常に明るいと思っております。女子プロゴルフがこ
れだけ注目され、応援してもらっていて、日本の女子
プロスポーツの中では、仕事として非常に良い形で成
立し、恵まれていると思います。宮里藍選手以降、ア
マチュアからプロ転向後すぐ大活躍する選手が増え
ました。今年に入り勝みなみさんに代表されるように、
今度はアマチュアのうちにプロの試合で勝とうという
意識の高い選手が増えています。男子ではアマチュア
でツアー優勝し、プロになってすぐ賞金王になった、石
川遼選手や松山英樹選手がいます。さらに最高峰の
アメリカで、松山選手は勝ちました。そういうすごい選
手たちを身近で見て、自分もああなりたいと目指して
いるので、非常に早い段階で上達し高い目標を持って
プロの世界を目指しています。だから女子だけではな
く男子も含め、日本ゴルフ界の未来は明るいと思って
います。

2年後には112年ぶりにゴルフが五輪種目に採
用され、その4年後には東京五輪が行われます。こ
こで日本のゴルフ界はどのように変わっていくのか。
女子プロゴルフ界としてどのような心構えでその時
を迎えるでしょう。

やはりメダルを取るというのが大きな目標です。東京
五輪は地の利を生かせますし、金メダルを取りたいです。
2016年にリオデジャネイロ五輪に向けて、すでに昨
年度よりツアー強化に取り組んでいます。4日間競技
の推進やコースセッティングのバリエーションを増やし
ての対応力強化。また国内外の選手たちによる戦いで
競争力もアップしています。日々の大会の中で力を着実
に上げていくことで、日本ツアーの世界での存在感を
増していきたいです。ゴルフがオリンピック競技になっ
たことで、より身近に感じてもらえるような取り組み、ゴ
ルフの楽しさや面白さを伝えられる絶好のチャンスだ
と思っています。

日本女子プロゴルフ協会

小林浩美
会長

Interview

年々、層が厚くなり、活性化する日本女子

プロゴルフツアー。先頭に立って引っ張っ

ているのが、就任4年目となった小林浩美

会長だ。2年後には112年ぶりにゴルフが

五輪正式競技となり、その4年後には東

京五輪も控えている大事な時期に、小林

会長は何を考えて、日本女子ツアーをどこ

に導くのか。ビジョンを聞いた。

インタビュー

聞き手／諸岡誠彬（LPGA広報アドバイザー）
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個人競技であるゴルフで、業界全体がバックアップ
するといっても限りがありますよね？そのあたりの
手立てとは？

試合になると個人ですが、五輪は国をかけての事業で
す。だからゴルフ業界が餅屋は餅屋で取り組めること
がまだまだあると感じています。環境が人を育てると
思っていますので、個人に頼るというのではなく、業界
全体、あるいは国家プロジェクトで選手を育てていく
ことが急務だと考えます。

ここ15年ほどの日本の女子プロゴルフ界は、個性
豊かなスター選手が次々出てきています。これから
もっとステップアップするために、選手に対して望む
ことはありますか？

いつの時代も普遍的なことだと思いますが、観客を魅
了するプレーが最も大事だと思います。今の時代はグ
ローバル。国内はもちろん世界の舞台で成績を上げる
ことが必須です。それと人間性。社会人として良識と常
識を持ち、きちんとしたたち振る舞いが求められていま
す。人に見られる仕事であり、アマチュアの模範として
見られます。成績が良いだけでは不十分で、社会人とし
てきちんとした対応ができることで、一人の人間として
魅力的に映ると思います。したがって、技術力アップは
現役でいる以上ずっと続くものだし、ひととして磨きを
かけることもずっと続くものです。だから、みんなでこつ
こつ努力を重ねることが大事だと思いますし、そういう
姿を見て応援してくださる方が増えていくのだと感じて
います。選手の統括団体である協会も同じですよね。

LPGAに所属している選手にはだいたい合格点を
あげられるということですか？

みんな頑張っていますよ！！！ひとそれぞれに努力目標
はあるでしょうから、これからもっと応援していただくた
めに続けていきたいですね。

世界のゴルフ界における日本の位置づけはどうなの
でしょう？また、今後、ゴルフ界はどのように変化し
ていくとお考えですか？

日本の女子ゴルフは非常に今、恵まれています。賞金
総額では米国女子ツアーが一番ですが、試合数では日
本女子プロツアーが世界で一番です。協会創立47年
目で、これまで大きく育てていただいたすべての方々に
感謝しなければなりません。さらに、2年後にオリンピッ
クを控え、そこでの成績で日本の位置づけがまず出る
と思っています。これまでご支援いただいている方々は
大きな期待を持って見てくださっていますので、是非と
もメダルを取ってその恩に報いたい。一方、アジア諸国

の経済状況は伸びてきています。それとともにゴルフ人
口も伸びると推察されます。韓国、中国、台湾はすでに
ツアーが確立されていますし、ほかのアジアの国々のツ
アーも成長してくる中で、一足早く発展してきた日本女
子ツアーがアジアの牽引車、リーダーになりたいと思っ
ています。ツアーはもちろんですが、アジア各国のゴルフ
の普及拡大に貢献できたらと考えています。それは協
会の中のもう一つの部門であるGBDティーチング部
門が大きな役割を担うと思っています。

現在は、20代前半の選手がツアーで中心的な活躍
をしていますが、昔は30代の選手がもっと活躍して
いました。ゴルフとはそういうスポーツだと言われて
いましたが、現在の現象についてどう思われますか？

全体的にゴルフを始める年齢が早くなり、上達も早くプ
ロ入りも低年齢化しています。だからプロ入り後すぐ活
躍する選手たちも増えて、いろんな場面で前倒しになっ
てきている。サイクルが早い分、人生設計の描き方が変
わってくるかもしれません。結婚について、仕事につい
てより考える時間が多くなるかもしれませんね。

日本女子プロゴルフ選手権タイトルの重みというも
のを、会長自身はどのようにお考えですか？

やっぱりどの選手もプロになったらメジャータイトル
は欲しいですよね。日本女子オープンはプロ、アマ問わ
ず日本一を決める大会で、日本女子プロゴルフ選手
権はプロの中のプロを決めるというどちらも歴史ある
大会です。日本と名のつくメジャータイトルは、プロな
らば絶対にどちらも欲しい。日本ゴルフ界にその名も
刻まれます。
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イ ボミ
ディフェンディングチャンピオン・インタビュー

Defending Champion Interview: Bo-Mee Lee

2013 Champion

Bo-Mee Lee
Interview

ー昨年の日本女子プロゴルフ選手権

大会コニカミノルタ杯で比嘉真美子選

手とのプレーオフを制し、公式戦2勝目

を達成されて。

昨年の最終日は雨が降っていたので

ラウンドが大変でした。比嘉真美子さ

んとのプレーオフになって、2人だけに

なってもたくさんのギャラリーの方々が

残って応援してくれていたので、それに

応えようと思って一生懸命頑張りまし

た。2012年にツアーチャンピオンシッ

プには勝っていたけど、どうしても日本

女子プロゴルフ選手権のタイトルが欲

しかったので、すごく嬉しかったです。

ー日本女子プロゴルフ選手権大会

コニカミノルタ杯のタイトルへの思い

入れは?

1968年に第1回大会が開催されて、今

年で47回目ということはすごく歴史があ

る大会で重みがありますし、優勝カップ

を見た時に、優勝した人の名前が一人

一人刻んであったので、優勝カップに自

分の名前を刻みたいと思って頑張りまし

た。2013年の女子プロゴルファーの中

で一番という称号も嬉しかったです。

ー2011年から日本ツアーに参戦し

て4年目になりますが、日本ツアーに参

戦しようと思ったきっかけは？

韓国で12歳の時からゴルフを始めたの

ですが、日本ツアーやコースのことはテレ

ビを観て知っていて興味があったし、日

本ツアーでプレーしたいとずっと思って

いました。韓国でプロゴルファーになっ

て、韓国女子ツアーで賞金女王になって、

もっと自分のゴルフをレベルアップさせた

いと思って日本に来ました。
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2013 Champion

Bo-Mee Lee
Interview

ー著しい早さで日本語が上達されて

いますね。

ありがとうございます。日本語で話すこ

とが一番必要だと思ったのは、メディ

アの方々から受けるインタビューの時

でした。インタビューの時にゴルフの内

容とか感想を日本語で話そうとしてい

くうちに、日本語の話し方に慣れてき

て、普段の生活でも出来るだけ通訳さ

んを入れないで一人で答えようと思っ

てきました。覚えたての頃は恥ずかし

かったけど、日本語で自分の思っている

ことを答えられるようになっていったの

がすごく楽しかったです。日本語でイン

タビューに答えるのが楽しくて、インタ

ビューを受けるために良い成績を出そ

うと頑張りました（笑）日本語を早く覚

えられたのはインタビューのおかげだ

と思います。

ー好きな日本食はありますか？

とんかつと天ぷらが大好きです。韓国に

もあるけど、日本のは韓国のとちょっと

違うし、韓国に戻っても日本のとんかつ

と天ぷらが食べたくなります。本当に美

味しいです。

ー今年から神戸に拠点を構えられて。

そうなんです。練習とか試合が終わっ

て帰っても部屋が綺麗になっているの

でホテルも好きなのですが、今年から

はマンションを借りました。日曜日が終

わって、帰る家があるのはすごく嬉しい

です。月曜日もゆっくり寝られるのでリ

ラックス出来ています。オフの日は、家

の近くで美味しいご飯屋さんを探した

り、ショッピングをしたり、休みも満喫し

ています。ホテル住まいの時は、部屋に

ずっといると韓国に帰りたくなったり、

ゴルフのことを考え過ぎていました。で

も自分の部屋という帰る場所があると、

1週間が終わったら次の週と、切り替え

が上手く出来るようになったり、ゴルフ

に集中出来ています。

ー2012年、2013年パーオン率2

位、パーセーブ率は2013年1位など、

多くの部門別ランキングで上位ですが、

目指しているプレースタイルは？

私はアイアンショットがすごく好きなん

です。試合の順位より部門別ランキン

グのことを考えているし、パーオン率、

パーセーブ率が上位でいられるよう

に、試合の時もいつも意識しています。

試合の順位のことだけずっと考えてい

ると、悪い方向に考えがいってしまう時

があるけど、部門別ランキングのことを

考えるようにしたらゴルフに対してのス

トレスが減ってきて、もっとプレーに集

中出来るようになりました。

ー賞金ランキング2012年2位、

2013年7位。賞金女王への意識は？

はい、あります。でも私は賞金女王より

パーオン率、パーセーブ率で1位になる

ことを目標にしています。そのランキン
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Defending Champion Interview: Bo-Mee Lee

グで1位になれた時は、賞金女王とい

う結果がついてくる可能性も高いと思っ

ています。韓国で賞金女王になれたの

も、賞金女王よりも部門別ランキング

で1位になることを意識して最後まで

頑張った結果でした。日本でも賞金女

王になりたいけど、それだけを意識した

ら自分のゴルフが悪くなる可能性があ

るので、ショットとかそういうところを考

えてやっています。

ーゴルフにおけるメンタル面の重要

さをどうのように考えていますか？

前向きに前向きに考えたほうが良いと

いつも周りから言われます。いろんな本

を読んでも同じことが書いてあるし、私

も前向きに、ポジティブに考えることが

大切だと思っています。キャディーさん、

トレーナーさん、マネージャーさん、通

訳さん、チームのみんなが私が前向き

になれるように一生懸命サポートしてく

れていて、それが私にとってすごく大き

な力になっています。私にとっては日本

は外国で、そこで一人でプレーするのは

大変な時もあるけど、チームのみんなが

色々カバーしてくれているので、メンタル

面も充実しています。

ーご自身の性格を分析してください。

両親からたくさんの愛情をもらって育て

てもらったからなのか、自分では明るい

性格だと思っています。私は4人姉妹の

2番目なんですが、姉妹もたくさんいる

のでいつも賑やかでした。だから私もい

つも笑っていたので明るい性格になっ

たと思います。

ーファンの方々からの声援が力に

なって。

私は外国人選手なのに、いつも本当に

たくさんの方々が応援してくれて嬉しく

思っています。それに良い人たちとの出

会いが多いことにも感謝しています。

ー日本ツアーの魅力について。

日本ツアーはたくさんのギャラリーが

応援に来てくれるので、もっと頑張ろう

という気持ちになれます。だから日本

に来たことはすごく良い選択をしたと

思っています。日本のツアーはチャリ

ティ活動を積極的にやっているし、ジュ

ニアゴルファー育成にも力を入れてい

ます。ファンの方々との交流が出来る

機会が多く、ファンのことを大切にして

いることが素晴らしいことだと思いま

す。だからファンやギャラリーが増えて

きているんだと思います。

ー将来設計はどのように描いていま

すか？

今、日本でプレー出来ていることに幸

せを感じています。毎日が本当に楽し

いですし、これからも出来る限り、力尽

きるまで日本でプレーしたいです。引退

する時は日本ツアーでだと思うし、選

手生活が終わっても日本でマネジメン

トとか、他の勉強をしたいと思っていま

す。結婚は…、良い人と出会えたら結

婚したいですね。でも今は日本でゴル

フだけに集中します。でも…やっぱり結

婚したいですね（笑）。

ー連覇への意気込みをお願いします。

今年は今住んでいる兵庫県で開催され

るので楽しみです。コースは以前に1度

回ったことがあるけどすごく難しかった

です。公式戦になるともっとセッティン

グも難しくなると思うけど、今年もしっ

かり最後まで集中して連覇が出来るよ

うに頑張りたいです。

ーありがとうございました。
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“乱世”の集大成を
 制するのは誰か！？

第47回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯

実力がある者ほど、タイトルの重みをずしりと感じる、
伝統ある日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯。

数年来の“乱世”に拍車がかかる2014年ＬＰＧＡツアーの
集大成となるに違いない。次から次へと出て来る若く新しいヒロインたち。
どっしりと腰を据えた実力者たちがそれを受け止める。強豪韓国勢も年々、
数を増し、大会に厚みを加えている。そんな今年の大会の行方を占ってみた。

　注目は今季、大きく飛躍した成田美
寿々だ。公式戦初戦のワールドレディス
チャンピオンシップ サロンパスカップで
シーズン初優勝を飾ると、6月から2度、
プレーオフを制し勝ち星を重ねた。オフ
の厳しいトレーニングが奏功した躍進
ぶりに、自信を深めてプレーする姿は、
昨年までより一回りも二回りも大きく
なったように見える。シーズン2つ目の
メジャーでもある今大会も制するような
ら、初の賞金女王タイトルまで見えてき
そうな勢いだけに、目が離せない。
　ディフェンディングチャンピオンの
イ ボミは、今季さらにパワーアップして
登場する。夏場までに3つの勝利を重
ね、上位に顔を出すのが当たり前とい
う安定した成績で、初の賞金女王も狙

える戦いを続けている。プレーぶりだ
けではない。“スマイルキャンディー ”
のニックネームの由来となった笑顔も
ファンを引き付ける大きな武器だ。日
本ツアーにどっしりと腰を据え、ファン
の数を着々と増やしてツアーを支えて
いる。大会連覇でさらにその実力を盤
石にしたいところだ。
　また、3年ぶり3度目の賞金女王獲
得に意欲を燃やすアン ソンジュも怖い
存在だ。手首、足首などの故障もあり、
2012年、2013年は不本意ながら頂
点には立てなかったが、いずれも複数
回優勝して賞金ランキング4位。その
実力者が今季は完全復活。貫録を見
せており、初の大会優勝を狙っている。
　今年の韓国勢の強さは、申 ジエの

存在抜きには語れない。全英女子オー
プン2勝を始め、米ツアーでの優勝経
験も多いが、今年は主戦場を米国から
日本に移してプレーしている。パッティ
ングのうまさもあって、ここで自信を取
り戻しているだけに、怖い存在だ。
　他にも注目選手を数えあげればキリ
がない。圧倒的な飛距離を武器に、シー
ズン第4戦で初優勝した渡邉彩香は、
その後も安定したプレーを続け、すっか
りトッププレーヤーの一人となった。プ
ロ入り4年目の酒井美紀は、アース・モ
ンダミンカップで待望の初優勝。安定
して上位に入るプレーぶりで確実に賞
金を稼いでいる。台風の目になる可能
性十分な2人の存在もあなどれない。
　昨年の賞金女王、森田理香子の存

今大会のみどころ

渡邊　彩香酒井　美紀
申　ジエ
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Tournament Preview

在も忘れてはならない。シーズン3戦
目のＴポイントレディス ゴルフトーナメ
ントで1勝したきりなのは、頂点を極め
たことで知らないうちに守りの姿勢に
なっていたから。だが、それに気付き、
夏場から攻めのゴルフを展開しはじめ
た。上田桃子に逆転負けしたものの、
大会3週前のCAT Ladiesでは復調
を感じさせる優勝争いを演じており、
シーズン終盤に向けて猛攻が期待でき
そうだ。
　米国から日本に戻ってきた上田桃
子もビッグタイトルを狙う。もちろん、
今季すでに勝利を挙げている面々もあ
などれない。メジャー3勝を誇る開幕
戦を制したO.サタヤ、リ エスド、フェー
ビー・ヤオ、テレサ・ルー、ジョン ヨン

ジュらも虎視眈々とタイトルを狙って
いる。
　優勝こそしていないが何度も手が届
きそうになっている原江里菜も、待望
の復活の舞台がここなら最高だろう。
飛距離を武器に初優勝を狙う穴井詩、
ツアー2年目ながら、キレのいいプレー
が人気でやはり初優勝が待たれる
藤田光里らの存在も面白い。
　不動裕理、全 美貞、大山志保らの
歴代賞金女王らも、ビッグタイトルに
気合を入れて臨む。毎年、主役がク
ルクル入れ替わる層の厚さを見せる
LPGAツアーの集大成である日本女
子プロゴルフ選手権コニカミノルタ
杯。今年もファンの期待を裏切らない
激戦が繰り広げられるに違いない。

順位 名　前 国 試合数 平均ポイント
1 Stacy Lewis USA 55 11.64
2 朴 仁妃 KOR 58 11.40
3 Lydia Ko NZL 38 10.54
4 Suzann Pettersen NOR 49 8.90
5 So Yeon Ryu KOR 56 6.76
6 Michelle Wie USA 52 6.58
7 Lexi Thompson USA 51 6.43
8 フォン シャンシャン CHN 58 6.33
9 Karrie Webb AUS 43 5.94
10 Anna Nordqvist SWE 57 5.41
11 Cristie Kerr USA 48 5.29
12 Lizette Salas USA 45 4.17
13 Angela Stanford USA 50 4.15
14 Azahara Munoz ESP 57 4.15
15 Na Yeon Choi KOR 56 4.12
16 Paula Creamer USA 50 4.12
17 Amy Yang KOR 44 3.97
18 Jessica Korda USA 48 3.81
19 アン ソンジュ KOR 52 3.80
20 Catriona Matthew SCO 47 3.64

順位 名　前 金額 試合数
1 イ ボミ ¥99,326,500 20
2 アン ソンジュ ¥90,514,250 16
3 成田 美寿々 ¥69,873,183 18
4 酒井 美紀 ¥59,887,636 23
5 申 ジエ ¥55,527,333 16
6 原 江里菜 ¥47,299,000 19
7 テレサ・ルー ¥46,571,000 16
8 渡邉 彩香 ¥42,421,750 21
9 O.サタヤ ¥38,394,090 18
10 リ エスド ¥37,927,575 22
11 森田 理香子 ¥36,574,916 19
12 穴井 詩 ¥34,082,350 20
13 全 美貞 ¥33,919,600 19
14 笠 りつ子 ¥31,853,377 22
15 一ノ瀬 優希 ¥31,607,000 13
16 上田 桃子 ¥30,025,252 19
17 大山 志保 ¥28,502,636 16
18 李 知姫 ¥27,653,486 18
19 フェービー・ヤオ ¥27,649,493 17
20 イ ナリ ¥26,986,440 21

（2014年8月25日現在）

ロレックスランキング

2014年 年間獲得賞金ランキング

森田 理香
子 上田　桃子

アン ソンジ
ュ 成田 美寿

々

イ　ボミ
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Player ’s Profile

▶14年獲得賞金：¥99,326,500（1位）
▶14年平均ストローク：70.5013（2位）
▶ 通算優勝回数：8回（14年3勝）
▶ ロレックスランキング：28位

1988年8月21日（韓国）

Bo-Mee Lee

イ
　
ボ
ミ

マ
ス
タ
ー
ズ
G 

C

2013年優勝
DEFENDING CHAMPION

▶14年獲得賞金：¥5,304,000（79位）
▶14年平均ストローク：ー
▶ 通算優勝回数：4回
▶ ロレックスランキング：279位

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

Yuko Mitsuka

三
塚 

優
子

2011年優勝

▶14年獲得賞金：¥24,944,250（23位）
▶14年平均ストローク：71.7333（17位）
▶ 通算優勝回数：5回
▶ ロレックスランキング：151位

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

Saiki Fujita

藤
田 

幸
希

2010年優勝

▶14年獲得賞金：¥5,150,623（82位）
▶14年平均ストローク：73.6221（69位）
▶ 通算優勝回数：9回
▶ ロレックスランキング：360位

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

Shinobu Moromizato

諸
見
里
し
の
ぶ

ダ
イ
キ
ン
工
業

2009年優勝

▶14年獲得賞金：¥3,927,250（90位）
▶14年平均ストローク：73.8952（76位）
▶ 通算優勝回数：6回
▶ ロレックスランキング：359位

1980年7月13日（韓国）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

Hyun-Ju Shin

辛 
炫
周

2008年優勝

▶14年獲得賞金：¥17,453,777（38位）
▶14年平均ストローク：72.6876（42位）
▶ 通算優勝回数：6回
▶ ロレックスランキング：190位

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

Akane Iijima

飯
島
　
茜

T
O
T
O

2007年優勝

▶14年獲得賞金：¥1,663,500（106位）
▶14年平均ストローク：ー
▶ 通算優勝回数：24回
▶ ロレックスランキング：578位

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

Akiko Fukushima

福
嶋 

晃
子

1997年優勝

▶14年獲得賞金：¥14,294,725（43位）
▶14年平均ストローク：ー
▶ 通算優勝回数：50回
▶ ロレックスランキング：133位

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

Yuri Fudoh

不
動 

裕
理

2003、2005年優勝

▶14年獲得賞金：ー
▶14年平均ストローク：ー
▶ 通算優勝回数：10回

1972年4月14日（熊本県）
LPGA入会：1992年9月1日（64期生）

Aki Takamura

高
村 

亜
紀

1995、2000年優勝
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▶14年獲得賞金：¥36,574,916（11位）
▶14年平均ストローク：71.6020（12位）
▶ 通算優勝回数：7回（14年1勝）
▶ 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）

Rikako Morita

森
田
理
香
子

リ
コ
ー

子

▶14年獲得賞金：¥46,571,000（7位）
▶14年平均ストローク：71.1647（6位）
▶ 通算優勝回数：2回（14年1勝）
▶ ロレックスランキング：43位

1987年10月13日（台湾）

Teresa Lu

テ
レ
サ・ル
ー

太
陽
生
命

▶14年獲得賞金：¥90,514,250（2位）
▶14年平均ストローク：70.4036（1位）
▶ 通算優勝回数：16回（14年3勝）
▶ ロレックスランキング：19位

1987年8月31日（韓国）
LPGA入会：2011年1月1日（83期生）

Sun-Ju Ahn

ア
ン 

ソ
ン
ジ
ュ

モ
ス
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス

▶14年獲得賞金：¥19,572,718（33位）
▶14年平均ストローク：72.1892（28位）
▶ 通算優勝回数：4回
▶ ロレックスランキング：81位

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

Yumiko Yoshida

吉
田
弓
美
子

イ
ー
グ
ル
ポ
イ
ン
ト
G
C

▶14年獲得賞金：¥15,880,885（40位）
▶14年平均ストローク：72.2141（30位）
▶ 通算優勝回数：7回
▶ ロレックスランキング：79位

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

Miki Saiki

佐
伯 

三
貴

日
立
ア
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

▶14年獲得賞金：¥19,524,250（34位）
▶14年平均ストローク：72.6120（41位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：78位

1993年10月11日（沖縄県）
LPGA入会：2012年7月27日（84期生）

Mamiko Higa

比
嘉
真
美
子

ジ
ブ
ラ
ル
タ
生
命
保
険

▶14年獲得賞金：¥28,502,636（17位）
▶14年平均ストローク：71.7083（16位）
▶ 通算優勝回数：13回
▶ ロレックスランキング：61位

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

Shiho Oyama

大
山 

志
保

大
和
ハ
ウ
ス
工
業

▶14年獲得賞金：¥17,318,500（39位）
▶14年平均ストローク：72.8385（48位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：140位

1992年7月6日（徳島県）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）

Natsuka Hori

堀 

奈
津
佳

サ
マ
ン
サ
タ
バ
サ

▶14年獲得賞金：¥26,986,440（20位）
▶14年平均ストローク：71.6872（15位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：91位

1988年7月6日（韓国）
LPGA入会：2013年1月1日（85期生）

Na-Ri Lee

イ
　
ナ
リ

G
O
L
F
5
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Player ’s Profile

▶14年獲得賞金：¥33,919,600（13位）
▶14年平均ストローク：71.3019（8位）
▶ 通算優勝回数：22回
▶ ロレックスランキング：88位

1982年11月1日（韓国）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

Mi-Jeong Jeon

全 

美
貞

眞
露

▶14年獲得賞金：¥31,853,377（14位）
▶14年平均ストローク：71.3272（9位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：101位

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

Ritsuko Ryu

笠 

り
つ
子

京
セ
ラ
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ

▶14年獲得賞金：¥21,882,475（25位）
▶14年平均ストローク：72.5179（36位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：114位

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

Asako Fujimoto

藤
本 

麻
子

富
士
通

▶14年獲得賞金：¥21,292,160（27位）
▶14年平均ストローク：71.9227（20位）
▶ 通算優勝回数：3回
▶ ロレックスランキング：127位

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

Yukari Baba

馬
場
ゆ
か
り

▶14年獲得賞金：¥38,394,090（9位）
▶14年平均ストローク：72.0387（22位）
▶ 通算優勝回数：2回（14年1勝）
▶ ロレックスランキング：99位

1984年2月4日（タイ）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）

O Sattaya

O

.

サ
タ
ヤ

M
I
Y
A
T
A
 S
P
A
C
E
 A
N
D
 C
R
A
F
TT

▶14年獲得賞金：¥19,906,726（31位）
▶14年平均ストローク：72.1380（25位）
▶ 通算優勝回数：3回
▶ ロレックスランキング：137位

1974年2月2日（広島県）
LPGA入会：1996年9月1日（68期生）

Junko Omote

表
　
純
子

中
部
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー

▶14年獲得賞金：¥69,873,183（3位）
▶14年平均ストローク：71.0169（4位）
▶ 通算優勝回数：5回（14年3勝）
▶ ロレックスランキング：51位

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

Misuzu Narita

成
田
美
寿
々

オ
ン
ワ
ー
ド
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

▶14年獲得賞金：¥12,888,268（46位）
▶14年平均ストローク：72.4258（33位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：146位

1987年9月12日（韓国）

Da-Ye Na

ナ
　
ダ
エ

▶14年獲得賞金：¥18,729,333（35位）
▶14年平均ストローク：72.2081（29位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：143位

1988年7月12日（北海道）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

Erika Kikuchi

菊
地
絵
理
香

オ
ン
ワ
ー
ド
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

ミ
ュ
ゼ
グ
ル
ー
プ

26



▶14年獲得賞金：¥18,016,000（36位）
▶14年平均ストローク：72.1450（26位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：120位

1976年3月15日（韓国）

Soo-Yun Kang

姜 

秀
衍

▶14年獲得賞金：¥37,927,575（10位）
▶14年平均ストローク：71.6218（13位）
▶ 通算優勝回数：1回（14年1勝）
▶ ロレックスランキング：98位

1986年4月25日（韓国）
LPGA入会：2014年1月1日（86期生）

Esther Lee

リ 

エ
ス
ド

S
B
J
銀
行

▶14年獲得賞金：¥7,511,875（64位）
▶14年平均ストローク：73.3120（58位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：213位

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

Kumiko Kaneda

金
田
久
美
子

ス
タ
ン
レ
ー
電
気

▶14年獲得賞金：¥26,204,526（21位）
▶14年平均ストローク：71.9855（21位）
▶ 通算優勝回数：4回
▶ ロレックスランキング：135位

1988年3月3日（愛知県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

Mayu Hattori

服
部 

真
夕

L
I
X
I
L

▶14年獲得賞金：¥15,411,277（42位）
▶14年平均ストローク：72.5446（37位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：167位

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

Na-Ri Kim

金
　
ナ
リ

▶14年獲得賞金：¥27,653,486（18位）
▶14年平均ストローク：71.7407（18位）
▶ 通算優勝回数：17回
▶ ロレックスランキング：108位

1979年2月12日（韓国）
LPGA入会：2000年9月1日（72期生）

Ji-Hee Lee

李 

知
姫

▶14年獲得賞金：¥2,570,600（96位）
▶14年平均ストローク：ー
▶ 通算優勝回数：6回
▶ ロレックスランキング：178位

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

Hiromi Mogi

茂
木 

宏
美

赤
城
C
C

▶14年獲得賞金：¥59,887,636（4位）
▶14年平均ストローク：71.4357（10位）
▶ 通算優勝回数：1回（14年1勝）
▶ ロレックスランキング：85位

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

Miki Sakai

酒
井 

美
紀

国
際
ス
ポ
ー
ツ
振
興
協
会

▶14年獲得賞金：¥47,299,000（6位）
▶14年平均ストローク：71.0981（5位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：90位

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

Erina Hara

原 

江
里
菜

N
E
C
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Player ’s Profile

▶14年獲得賞金：¥12,486,100（49位）
▶14年平均ストローク：72.9491（52位）
▶ 通算優勝回数：6回
▶ ロレックスランキング：217位

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

Rui Kitada

北
田 

瑠
衣

▶14年獲得賞金：¥9,882,236（57位）
▶14年平均ストローク：72.9538（53位）
▶ 通算優勝回数：2回
▶ ロレックスランキング：235位

1988年6月9日（新潟県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

Maiko Wakabayashi

若
林
舞
衣
子

ヨ
ネ
ッ
ク
ス

▶14年獲得賞金：¥22,390,325（24位）
▶14年平均ストローク：72.0733（23位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：181位

1990年4月5日（山形県）
LPGA入会：2009年8月1日（81期生）

Kaori Ohe

大
江 

香
織

ア
ル
パ
イ
ン

子

▶14年獲得賞金：¥34,082,350（12位）
▶14年平均ストローク：71.6782（14位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：134位

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

Lala Anai

穴
井
　
詩

G
O
L
F
5

▶14年獲得賞金：¥9,031,266（59位）
▶14年平均ストローク：72.9787（54位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：230位

1986年10月1日（京都府）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

Kaori Nakamura

中
村 

香
織

▶14年獲得賞金：¥20,325,990（29位）
▶14年平均ストローク：72.1761（27位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：188位

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

Megumi Kido

木
戸
　
愛

ゼ
ン
リ
ン

▶14年獲得賞金：¥10,158,915（56位）
▶14年平均ストローク：72.5758（38位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：204位

1989年1月12日（韓国）

Eun-Bi Jang

ジ
ャ
ン 

ウ
ン
ビ

▶14年獲得賞金：¥9,369,500（58位）
▶14年平均ストローク：72.8563（49位）
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：206位

1980年2月2日（韓国）
LPGA入会：2014年1月1日（86期生）

Young Kim

ヤ
ン
グ・キ
ム

S
K
I
N
 F
O
O
D

▶14年獲得賞金：¥8,346,750（63位）
▶14年平均ストローク：73.3420（59位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：246位

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

Yuko Fukuda

福
田 

裕
子

関
西
軽
井
沢
G
C
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▶14年獲得賞金：¥4,195,000（87位）
▶14年平均ストローク：ー
▶ 通算優勝回数：1回
▶ ロレックスランキング：253位

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

Ah-Reum Hwang

黄 

ア
ル
ム

ヤ
マ
ハ

▶14年獲得賞金：¥27,649,493（19位）
▶14年平均ストローク：72.2784（32位）
▶ 通算優勝回数：1回（14年1勝）
▶ ロレックスランキング：111位

1992年12月15日（台湾）

Phoebe Yao

フ
ェ
ー
ビ
ー
・ヤ
オ

▶14年獲得賞金：¥42,421,750（8位）
▶14年平均ストローク：71.5882（11位）
▶ 通算優勝回数：1回（14年1勝）
▶ ロレックスランキング：87位

1993年9月19日（静岡県）
LPGA入会：2012年7月27日（84期生）

Ayaka Watanabe

渡
邉 

彩
香

ユ
ピ
テ
ル

▶14年獲得賞金：¥2,797,428（95位）
▶14年平均ストローク：75.5519（93位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：323位

1988年11月15日（京都府）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

Yuki Sakurai

櫻
井 

有
希

ス
タ
ー
ツ

▶14年獲得賞金：¥5,337,450（78位）
▶14年平均ストローク：73.5196（65位）
▶ 通算優勝回数：4回
▶ ロレックスランキング：268位

1979年9月13日（台湾）
LPGA入会：2001年9月1日（73期生）

Yun-Jye Wei

ウ
ェ
イ 

ユ
ン
ジ
ェ

▶14年獲得賞金：¥55,527,333（5位）
▶14年平均ストローク：70.9778（3位）
▶ 通算優勝回数：5回（14年2勝）
▶ ロレックスランキング：33位

1988年4月28日（韓国）
LPGA入会：2008年12月1日（80期生）

Ji-Yai Shin

申
　
ジ
エ

▶14年獲得賞金：¥2,565,732（97位）
▶14年平均ストローク：75.0531（91位）
▶ 通算優勝回数：0回
▶ ロレックスランキング：355位

1985年7月4日（熊本県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

Kaori Aoyama

青
山 

加
織

コ
ン
フ
ェ
ッ
ク
ス

▶14年獲得賞金：¥30,025,252（16位）
▶14年平均ストローク：71.9080（19位）
▶ 通算優勝回数：9回（14年1勝）
▶ ロレックスランキング：100位

1986年6月15日（熊本県）
LPGA入会：2005年8月1日（77期生）

Momoko Ueda

上
田 

桃
子

（2014年8月25日現在）
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（五十音順）

（8月25日現在）

青山　加織

浅間　生江

東　　浩子

穴井　　詩

綾田　紘子

新崎　弥生

アン ソンジュ

イ　　ジウ

イ　ジミン

李　　知姫

イ　　ナリ

イ　　ボミ

飯島　　茜

石川　陽子

井芹美保子

井上　　希

井上　陽子

井上　莉花

ウェイ ユンジェ

上田　桃子

O.サタヤ

大江　香織

大城 さつき

大竹 エイカ

大山　志保

岡村　　咲

小楠　梨紗

長田　若菜

押谷　直子

落合めぐみ

小貫　衣織

表　　純子

金井　智子

金田　愛子

金田久美子

川満陽香理

姜　　秀衍

カン ヨウジン

菊地明砂美

菊地絵理香

鬼澤　信子

北田　瑠衣

木戸　　愛

キム　ソヒ

金　　ナリ

日下部智子

工藤　遥加

久保　啓子

小橋絵利子

小林　瑞歩

佐伯　三貴

斉藤　愛璃

斉藤　裕子

酒井　美紀

櫻井　有希

佐々木慶子

笹原　優美

J.スピーチリー

下川めぐみ

下村真由美

ジャン ウンビ

ジョン ヘジン

全　　美貞

ジョン ヨンジュ

申　　ジエ

辛　　炫周

鈴木　　愛

園田 絵里子

宋　　ボベ

高林　由実

高村　亜紀

田口　晴菜

田中 美弥子

谷河枝里子

辻　　梨恵

テレサ・ルー

土肥功留美

豊永　志帆

ナ　　ダエ

永井　奈都

中園　美香

永田あおい

中村　香織

中山　三奈

成田美寿々

西木裕紀子

西山ゆかり

橋本　香菜

服部　真夕

馬場ゆかり

濱　　美咲

原　江里菜

比嘉真美子

黄　アルム

フェービー・ヤオ

福嶋　晃子

福嶋　浩子

福田　真未

福田　裕子

藤崎　莉歩

藤田あゆみ

藤田　幸希

藤田　光里

藤本　麻子

不動　裕理

古田裕美子

堀　奈津佳

前田　陽子

水野真由美

三塚　優子

向山　　唯

茂木　宏美

森　　桜子

森田理香子

諸見里しのぶ

山里　　愛

山城　奈々

山田　成美

大和笑莉奈

山本亜香里

山本　薫里

ヤング・キム

横山三和子

吉田弓美子

葭葉　ルミ

与那覇未来

リ　エスド

笠　りつ子

若林舞衣子

渡邉　彩香

All Players

出場選手一覧

赤城CC

リコー

ダイキン工業

エコシステムグループ

Tee-up

東広野GC

エスブランド

伊藤園

SKIN FOOD

KMCC

イーグルポイントGC

富士住建

リケンオキナワ

SBJ銀行

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

コンフェックス

廣済堂

GOLF5

伊藤園

ミズノ

モスフードサービス

GOLF5

マスターズGC

TOTO

サミー

アップフロントエージェンシー

MIYATA SPACE AND CRAFT

アルパイン

大和ハウス工業

スターツ

河口湖CC

タートルエースGC

高坂CC

中部衛生検査センター

スタンレー電気

GOLF5

オンワードホールディングス

ゼンリン

ノリエム

伊藤園

ナック

グランヴィリオゴルフ

扶和メタル

佐賀ロイヤルGC

日立アプライアンス

程ヶ谷CC

Vanfu

国際スポーツ振興協会

スターツ

スズキトラスト

D's Factory

エスブランド

ウリ投資証券

眞露

CJO Shopping

GOLF5

鳴尾GC

大和地所

太陽生命

新大阪GC

UMKテレビ宮崎

チュウブ

洲本GC

オンワードホールディングス

アステオ

美奈木GC

LIXIL

ミュゼグループ

NEC

ジブラルタ生命保険

ヤマハ

えん

関西軽井沢GC

太子CC

新南愛知CC美浜C

Leopalace 21

富士通

宝塚GC

サマンサタバサ
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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

2013.9.12-15 恵庭CC（北海道）6,682Y・72 イ　ボミ 140,000,000
18,900,000

68・69・68＝205（-11）
※荒天の為、3日間に短縮 P.O. 比嘉真美子 132

歴代優勝者一覧 1968~2013

P.O.：プレーオフ

Past Winners
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荒川 静香
プロフィギュアスケーター

  
 一ノ瀬優希・吉田弓美子

   女子プロゴルファー

Special Interview
女子アスリート座談会 ～世界のトップを目指して～
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ーみなさんにとって五輪とは？

荒川　私はオリンピック種目をやってい

たので、ごく自然な流れで目指していま

したね。でも、ゴルフをやっているお2人

は違うでしょう？新しく五輪競技になっ

たことで、どういうお気持ちなんですか。

吉田　テレビで見て応援するもので

した。だから（ゴルフが五輪種目に）決

まった時『自分もあのように日本の国

旗を背負ってできるんだ！』と思ったん

ですけど、同時に『自分じゃないかも』

と思ったりもして。急に身近なところに

来たので、不思議な感覚です。

一ノ瀬　私は出てみたいです！こう

やって五輪強化選手になって、より近

くなった。ソチオリンピックを見たらす

ごく『出たいな』と思いました。その競

技を知らない人でも、こんなに応援して

くれるんだ、ってわかったし。4年に1

度しかありませんからね。

荒川　そうなんですよ。4年に1度とい

うピンポイントを目指すのに、フィギュ

アは年齢的な幅が狭い競技なんです。

世界のトップで戦うことができるのは

10年くらいですからね。マックスで4回

ですが、それはなかなか難しい。だから

年齢や体のことを考えると大変です。

吉田　4年に1度だと、どうやって次へ

のモチベーションを保つのでしょう？

荒川　人それぞれですが、五輪をずっ

と目指す選手もいれば、現実として1

年、2年のスパンで目標を立てる選手

もいます。私はまだ子供の頃に、長野

の開催が決まったので最初は『見に行

きたいな』と思っていました。そうして

いるうちに全日本選手権に初出場し

て、『次の全日本に勝って（五輪に）行

きたいな』と思ったんです。1997年の

全日本で優勝できて、長野（1998年）

で（五輪）初出場。まだ16歳でした。

吉田・一ノ瀬　（揃ってため息をつき）

16歳…（と顔を見合わせる）。

荒川　そう。だから精一杯でしたし、出

てみてオリンピックってすごい大会だっ

たんだ、と思ったくらいでした。初めて

の世界規模の大会がオリンピックだっ

たんですけど、出られてよかったと思っ

ています。次（2002年＝ソルトレイク

シティ）のオリンピックの時は20歳で、

体もいい状況でした。でも世界で戦う

ことの素晴らしさをあまり考えていな

かったみたいで（苦笑）出られればいい

けど、出られなければそれでもいいや、

というような気持ちでした。そうした

ら、やはり出場権獲得に届かず…。

吉田　厳しい…。

荒川　2004年に大学を卒業するの

で、その次（2006年＝トリノ）はもう次

の世代のオリンピックなのかなと正直

思っていました。その頃はまだ、企業が

選手を抱えるということもなかったで

すからね。だから2004年の世界選手

権で優勝した時には、引退してプロに

なり、アイスショーに出ることを考えて

いたんです。

一ノ瀬　（目を丸くして）そうなんですか。

荒川　そうしたらプリンスホテルが選

手契約をしてくれました。そのうち『ス

ケートをしっかりやりきって終わりたい』

と決めて、目標がはっきりしたんです。

吉田・一ノ瀬　（声を揃えて）へ～え。

荒川　ゴルフとはずいぶん違いますね。

フィギュアはプロになると五輪に出ら

れないですし、早くに世界のトップに

立って、早く引退する人が多いんです。

体力的、技術的、芸術的にすべてが重

なる年齢はほんの少ししかないんで

す。私がトリノで金メダルを取った時が

24歳ですが、女子のフィギュアでは最

高齢なんですよ。

吉田　本当にゴルフと全然違うんですね。

　2016年リオ・デ・ジャネイロ、2020年東京と、五輪の正式種目となることが決まったゴルフ。
4年に1度開催される五輪は、他のイベントとは段違いに注目度が高い。その分、これまでは五輪
をあまり意識してこなかったトップゴルファーたちの中でも、大一番への思いが強くなっている。
　その一方で、トップアスリートと言えども一人の女性であり、競技と私生活のバランスを考えるの
は当たり前のこと。そのあたりのバランス、今年度の五輪強化指定選手として、五輪出場を目指すー
ノ瀬優希と吉田弓美子の2人が、2006年トリノ冬季五輪フィギュアスケート金メダリストの荒川
静香とともに、じっくりと話し込んだ。

荒川静香●1981年12月29日東京都生ま
れ。2006年トリノ五輪で、アジア人として
フィギュアスケート女子シングル初の金メダ
ルを獲得。現在は日本スケート連盟理事を
務めるほか、テレビ、イベント出演、スケー
ト解説、オリンピックキャスターを務めるな
ど様々な分野にも精力的に挑戦している。

Shizuka Arakawa
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一ノ瀬　ゴルフは（プロとアマが）一緒

にプレーしてるしね。

荒川　シーズンが重なっていくと何か

を犠牲にしないといけないし、金銭的

にも大変ですからね。

吉田　そうか。アマチュアですもんね。

私たちの賞金とは別の名誉はあると

思うけど。

一ノ瀬　日本を代表していくと言うこ

とは日の丸をつけて行くと言うことで

すもんね。アマチュア時代はそれもあっ

たけど、もし、今度そうなれば本当に久

しぶりです。

吉田　そうだね。ナショナルチームで

一緒に日の丸つけたことあるけど、プロ

になってからは日韓戦くらい。

荒川　私も行って感じたんですけど、

本当にすごいんですよ。町中がオリン

ピックのためにデコレーションされてい

て。開会式に出てやっとオリンピアンに

なった気がしました。おすすめの大会

です。

吉田・一ノ瀬　すごい行きたい！

吉田　開会式で旗を振っているときは

どうなんですか？

荒川　日程的にフィギュアの選手は普

通、開会式には出ないんですけど、長

野は自国開催ということもあって参加

しました。中からオリンピックを見渡せ

るし、いいですよ。

吉田　わぁ！ゴルフがオリンピック競

技になったことで、ソチの開会式を見

ているとき『自分もこんな風に見える時

が来るのかな』って考えていたんです。

だから、今日、荒川さんの話が聞けて本

当にうれしいです。

荒川　引退して、取材で行くようになっ

てよくわかったんですけど、選手のIDと

いうのは本当に神様みたいにどこにで

も入れるんです。行ってみないとわから

ないことがたくさんあって、その分（雰

囲気に）飲まれちゃいました。1度目は

本当に出ることに意義があるという感

じ。でも、2回目の出場の時は、どんな

ふうに戦おうかと考えていました。

ー2020年の東京開催は楽しみで

すね。

荒川　東京はすごいと思いますよ。長

野開催が決まった時、子供の私が『出た

い！』と思ったように、子供たちのスポー

ツに対するモチベーションは高まるで

しょう。オリンピックを夢見る多くのア

スリートを育てることにつながるから、

日本にとってはいい機会です。ただし、

私は仙台育ちなので（東日本大震災の）

復興の後押しとして開催するなら意義

が大きいと思っています。復興が後回し

になってしまうのなら、よかったとは思

えない。だから相乗効果を狙って欲し

い。そこが日本の一番大きな課題だと

思います。

吉田　私は東京開催が決まったとき、

自分の年齢を考えました。選手として

なのか、コーチとしてなのか、メディアと

してなのか、荷物持ちとして迎えるのか

わからないなって。でも、ゴルフは年齢

層が幅広いので、30代になりますが、

同じ年齢の方たちの希望になれたらい

いな、と思うようになりました。

荒川　ゴルフは何歳くらいがピークで

すか？

吉田　25、26、27くらい？

一ノ瀬　私たちくらいです。

吉田　21 ～22歳くらいからどんど

ん脂がのってきますね。

一ノ瀬　テレビで見た開会式に私が

東京で出るっていうのはまだあまり考

えられないなぁ。まずリオに出たい、他

の国に行きたいっていう気持ちが今は

強いですね。

ーリオも東京も楽しみですね。ところ

で、女子アスリートには男子以上に競

技とプライベートの両立が難しいので

はないかと思いますが、そのあたりの

話を聞かせていただけますか？

吉田 弓美子●1987年4月28日神奈川県
生まれ。09年7月のプロテストでトップ合格
を果たした。12年NEC軽井沢72ゴルフで
プロ初勝利を手にし、13年はTPDミーティ
ング委員長に就任しシーズン序盤から選手
の先頭に立って奔走。ゴルフ5レディスで通
算4勝目を飾った。

Yumiko Yoshida

一ノ瀬 優希●1988年10月5日熊本県生
まれ。07年、高校を卒業して初めて受けた
プロテストで一発合格。12月のLPGA新人
戦加賀電子カップでは、プロ初Ｖを飾った。
7年目の13年Tポイントレディスで、念願の
ツアー初優勝を実現。今シーズンはすでに
2勝し通算3勝目をあげている。

Yuki Ichinose
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荒川　私はプロとして（アイスショーな

どで）滑りたいと思って（トリノの後、ア

マチュアを）引退して、プロでやってき

ました。3日以上休んだらもうブランク

になるのですが、それは命取り。一度、

インフルエンザで5日間オフを取った

ことがあるくらい。そんな生活を続け

て来た中で（プロ競技の）引退を考える

のはもう少し先だと思っていました。で

も、女性は、出産などもあるからなぁ。

でも、色々視野も広げてやっていきたい

と思っているときに出会ったのが、今の

主人なんです。それでタイミングよく結

婚（2013年12月）して妊娠したんで

す。ただ、プロになってからはずっと『い

つこれが最後になってもやりきったと

思えるように』という気持ちで、毎日氷

に乗ってきました。（フィギュアスケー

トに対して）素直な気持ちで向き合う

ことを心がけてきたんです。（出産後）

戻りたいとは思っているけど、年齢もあ

るしもう一度、戻れるか戻れないかは

わかりません。でも、それも一つのチャ

レンジ。母になるというのは人生の大

きなチャレンジなのです。自分の選んだ

道に後悔なく進んでいきたいですね。

一ノ瀬　（うっとりした目で）ステキ～。

荒川　子供の時は、年齢が来れば勝

手に家族はできると思っていたんです

が、そんなことはないし（笑）、早くお母

さんになっている友達もいたので、20

代後半にはいろいろ考えました。でも

『私には今、向き合いたいことがある

んだ』と思い直した。結婚はアスリート

にとって別に命とりなわけじゃない。で

も、出産となると後で後悔するかもし

れない。迷ったけど『じゃあ、今じゃな

いな』と。結局妊娠してから、私はこれ

まで目の前のことに向き合ってきたん

だな、と感じました。だから今は幸せで

す。物事はやりきることが大事だと思

います。ゴルフにとってブランクはどう

ですか？

吉田　1日クラブを握らないと、戻るの

に3日かかると言われています。だから

出産してからは、休みながら、とか出ら

れてる方が多いですね。

荒川　怖いですよね。

吉田　そうですね。置いてかれちゃう

んじゃないかな、って思いますからね。

焦りもないわけじゃないんですけど、

私は自分が設定した（人生計画の）年

齢まで潔くあろうと思っているんです。

しっかり悔いが残らないようにと、荒

川さんの今のお話を聞いてもっとそう

思いました。実は、去年3勝した後、オ

フにゴルフ人生を考え直したんです。

メジャータイトルを獲ることに照準を

合わせようと。総合的に考えて30ま

でに取れたら、もう一度、人生を考えて

みようと。

荒川　本当に1週間、氷に乗らないと、

取り戻すのに1か月以上かかる。（出

産による）7 ～8か月のブランクとい

うのは想像もつかないんです。だから

完全に離れる期間を短くしちゃおうと

思っています。（妊娠）5か月くらいまで

はやろうかなって。体のバランスが変わ

るから大変かもしれませんが。安藤美

姫ちゃんは（出産後）すぐに戻ってきた

けど、若いですからね。

一ノ瀬　すごいですよね。ジャンプも

戻っていたし。

吉田　私はプロになるって決めてか

ら、結婚とか考えてなかったんです。今

の年齢（27歳）になって、やっと考える

ようになりました。

荒川　私も、16歳の時は習い事の延

長みたいな感覚だったんです。その後、

職業になるような競技でもなかったで

すし。だから20歳くらいまでやって、大

学の残り2年で社会に出ることを模索

して、と思っていたんです。そうしたら、

ずいぶん違う形になっていましたね。

その間に（友達の結婚ラッシュ）第一

波が通り過ぎていた（笑）。気がついた

ら第二波にも乗れずに、沖のほうでパ

ドルを漕いでいた感じ。友達は着々と

家族をつくっているのにね（笑）。

女子アスリート座談会 ～世界のトップを目指して～
Special Interview

写真：青木紘二 / アフロスポーツ
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一ノ瀬　わかります！わかります。

吉田　同じですよ。一昨年くらい第二

波が来て『え～っ！？』って。気がつけば

女性ばかりの仕事場（ツアー）では、み

んなが口癖のように『出会いがない』っ

て言ってます（笑）。

荒川　スケート界も同じですよ。男女

一緒の世界なんですけど、実は女性

の方がアスリート気質で、男性はどっ

ちかというと芸術家気質の人が多い。

だから、あんまりその中でお互い、異

姓としてみようとしない（笑）。

一ノ瀬　へ～え。

吉田　男子プロは別なところでやって

るし。

荒川　でも、目の前に一生懸命になる

ことがあると『いいや』ってなっちゃい

ますよね。

吉田　私たちも、みんなが突っ走る特

急列車みたいだし、お互いにどこまで

話をしていいか実はわからないんです。

だから今日、お話を聞けて本当にうれ

しいです。

一ノ瀬　私は出産してツアーに戻りた

いと思っているんです。どうなるかはわ

からないけど、戻りたい。でも、今年は

もう2勝してるので、そうなる

とまだ出産のときじゃないなっ

て思ってしまう。アスリートの

結婚、出産は本当にいつして

いいかわからないんです。いろ

いろな人がかかわり過ぎてい

て、自分だけじゃないから、どう

しよう、という感じです。子供

を育てることを考えると現実

は難しいかなと思いますね。

吉田　今、出産されて復帰し

て頑張っている先輩たちがお

られるので、その背中を見てい

きたいなと思っていますね。

荒川　ベビーシッター帯同かな。実は

私は、いつでも復帰への力になっても

らえるように、自分の親との二世帯（住

宅）にしました（笑）。他人の力を借りる

より、そっちのほうがいいかな、って。

でも、親からも『面倒を見られる間は限

られるから早くして』って言われてまし

たけど。そういういろんなことがタイミ

ングだと思うけど、自分が一歩を踏み

出さないとタイミングも来ない。やれる

うちにやれることをやれるようにやるし

かないんです。

ーところで年齢とともに変化の大き

い女性の体ですが、皆さんはどんな風

に付き合ってきましたか？

荒川　スケートは体重制限はないん

ですが、自分の体を自由自在に操れる

脂肪と筋肉のバランスがあるんです。

10代、20代の頃はその波が大きくて、

不調の波がある。そこでダイエットをし

過ぎたり、摂食障害になる人もいる競

技なんですけど、私は『今はそういう年

なんだ』と思うようにしていました。栄

養士もトレーナーもいたわけじゃない

ので、自己管理するしかなかったんで

す。その時にやったから、今は楽に自分

の体のことがわかります。些細なことで

も、自分の体としっかり向き合っていれ

ば、因果関係がわかる。

吉田　大変ですね。私はストレスのな

いように、好きなものを好きなだけ食

べていますが（笑）。

一ノ瀬　我慢するとストレスがたまり

ますからね。ゴルフは体重制限がある

わけじゃないし。

吉田　見せる競技ではあるんですが、

見せるところが違うんで。食事と睡眠
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はストレス解消の機会なんで、みんな

めちゃ食べます。あと、フィギュアスケー

トはもっとそうかもしれませんけど、や

はり人に見られるというプレッシャーも

ストレスになりますからね。

荒川　スポーツをしていると女性特有

の感情の起伏もコントロールできるよ

うになりますよね。女性のバイオリズ

ムの波に左右される人は、あまり上に

来ないような気がします。あっても、そ

のせいにしない。

一ノ瀬　私、そのサイクルがよくわかん

ないんですけど。

吉田　波がないんじゃない？

荒川　フラットにできているんじゃない

ですかね？感情の起伏が激しい人、た

まにいますけど多くはないです。痛い、

苦しい、辛いは、試合だとアドレナリン

で飛ぶんじゃないですか？

一ノ瀬　確かに試合中は忘れます。

吉田　部屋に戻ってドン！とくる。

荒川　まさにつわりがそれなんです。

人前に出ている時は平気だけど、家に

戻るとドン！ってぐったりなっちゃう。な

女子アスリート座談会 ～世界のトップを目指して～
Special Interview

まけ病なんじゃないかと思うくらいダ

ラダラしています。人に見られたり、気

を張ると言うことで少々のことはコント

ロールしているんでしょう。

ー女性アスリートにとって現在の環

境はどうでしょう？

荒川　私がプロフィギュアスケーター

でなければ、もっと安定期になってか

ら妊娠を発表してもよかったんじゃな

いかな、と思うんです。ただ、仕事上い

ろいろなことがあるから、早めの報告

になってしまった。そのことの負担とか

不安をなかなか理解してもらえない。

これはアスリートだけではないですけ

ど、働く女性のそういうストレスをサ

ポートできる環境が、日本全体にある

といいなと思います。働きながら子育

てすることがもっとやりやすくなれば、

少子化も変わって来るんじゃないで

しょうか。

一ノ瀬　子供を試合に連れて行きた

いので、それができる環境ですね。ベ

ビーシッターかな？試合中に見ていて

もらえるといいな。

吉田　女子プロに限らず『結婚したら

成績おちたよね～』とかいう話がよく

あるので、そんな現状を払しょくした

い。皆さんの意識を変えていきたいな、

と思います。

一ノ瀬　男性は言われないのに、女性

は絶対言われるもんね。

荒川　産休はスケーターとしてはブラ

ンクかもしれないけど、その時しかで

きないことをやろうかな、と思っていま

す。花嫁修業してないから、料理教室

に行こうかな、とか。体調が安定してき

たら、ブランク以上の収穫を得られた

らいいな。活発に動きたいです。

吉田　今日は本当にお会いできて良

かったです。

荒川　異業種交流会みたいで楽し

かった。

一ノ瀬　ありがとうございました。
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美奈木ゴルフ倶楽部

520yards Par5
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405yards Par4
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180yards Par3
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180

4444

Hole Guide
自然の樹木や地形のアンジュレーションを残しながら、
フラットなレイアウトに仕上げられた丘陵コース。

ホール解説 / 入江由香（一般社団法人日本女子プロゴルフ協会副会長）　

僅かに右ドッグレッグのパー５。右
サイドの迫り出した松林に注意
が必要。バーディーをとる為には、
サードショットのポジショニングが
大事。

難易度の高いパー４。左サイド
の谷は要注意。グリーン手前
のガードバンカーにつかまると、
パーセーブは難しくなる。

奥行47ｙもある３段グリーンのパー
３。バーディー奪取には、ピンポジ
ションと同じ面に乗せることが必要
不可欠。

距離のあるパー４。左の林が圧迫感を
与え、方向感覚を惑わす。ティーショッ
トでフェアウェイをキープしてパーオン
を狙いたい。
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No.1~No.9

350yards Par4

5H

380yards Par4

6H

520yards Par5

7H

190yards Par3

8H

380yards Par4

9H
380ya

9H
ards Par4

H

350ｙと距離の短いパー４。距離が短いだけに、バーディーを
取りたいホール。セカンド地点からグリーン手前まで広がる
池が、ティーショットとセカンドショットの難易度を上げる。

190ｙのパー３。グリーン
が奥に向かって傾斜して
いる。球を止める技術が
求められる。

520yのパー5。２オン狙いか３打目勝負か、しっかりとした
マネージメントが必要。グリーン手前の距離のあるバンカー
は要注意。

380ｙのパー４。パーセーブの為には、グ
リーン手前のガードバンカーは避けたい。
傾斜があるフェアウェイをキープできるか
が重要となる。

右サイドを狙いたくなるロケーショ
ンに惑わされず、しっかりとフェア
ウェイをキープしてバーディーを狙
いたい。
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370yards Par4

10H
rds Par4

000HHH

550yards Par5

11H

420yards Par4

13H

150yards Par3

12H

360yards Par4

14H

370y のパ ー4。右のクロ
スバンカーは要注意。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。

360ｙのパー４。比較的易しく見えるホール
だが、ティーショットのロケーションがプレー
ヤーを惑わせる。フェアウェイをキープできる
かがキーポイントとなる。

池越えの美しいパー３。グリーンの周りに
はバンカーが待ち受けているが、150ｙ
と距離が短いので、ピンをデッドに狙って
いきたい。

550yのパー5。グリーンの
アンジュレーションに注意。
ピンと同じ面に乗せてバー
ディーを狙いたい。

距離があり難易度の高いパー４。
すべてのショットに飛距離と正確
性が必要。ひとつでもミスをすれば、
パーセーブは至難の業。
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200yards Par3

15H

No.10~No.18

520yards Par5

16H

350yards Par4

17H

400yards Par4

18H

200ｙと距離のあるパー3。グ
リーンの微妙なアンジュレー
ションが難易度をあげ、プレー
ヤーを悩ませる。ワンオンして
も気が抜けない。

400ｙのパー４。ピンポジションによって、セカンド
ショットの難易度が変化する。ティーショットを
ラフにいれてしまうと、パーセーブは厳しくなる。

520ｙのパー５。ショット毎に、障害にな
る木やバンカーが違う顔をだす。綿密な
ホールマネージメントが必須。

350ｙと距離の短いパー４。ティーショットのランディ
ングエリアが非常に狭く、クロスバンカーも待ち構える。
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。
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コニカミノルタ
チャリティダーツゲーム
▶９月11日（木）～14日（日）

コニカミノルタ
チャリティフォトサービス
▶９月13日（土）

LPGAイベントガイド
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。

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。

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6：00 ～ホールアウト後30分）

コニカ
ミノルタ
コーナー

第47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

●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（ギャラリープラザにて）
●抽選結果発表：7：45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。
★ギャラリーゲートオープンは6：00を予定

Event Guide

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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LPGAオリジナルグッズ販売
▶９月11日（木）～14日（日）

LPGAチャリティフォトオークション
▶９月11日（木）～14日（日）

LPGA優勝者当てクイズ
▶９月11日（木）～14日（日） 12時応募締切

LPGAスタンプラリー
▶９月11日（木）～14日（日）  

LPGAジュニアゴルフレッスン会
目指せ！世界
▶９月14日（日）  

小学生ゴルフ観戦＆ボランティア体験
▶９月14日（日）

LPGAジュニアゴルフクリニック
▶９月13日（土）

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。

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・中学生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。

場内6ヶ所に設置したスタンプポイント
で、4つ以上のスタンプを集めた方に
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 （各日先着200名様）

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！

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ＬＰＧ
Ａから入札いただいたサイン入り写真を発送します。

その他
ギャラリー
サービス

ゴルフを
通しての
社会貢献

※事前登録制
※事前登録制
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兵庫県  三木市
今年、市制施行60周年を迎える自然豊かなまち三木市。
市内には西日本で１番多い25か所のゴルフ場があり、｢ゴルフのまち｣としても有名です。

吉川温泉よかたん

山田錦の館

ぶどう

三木の祭り屋台大集合

豊富な炭酸含有量を誇る炭酸泉。高血圧症、動脈硬化症など循環
器系の疾患に高い効能があります。大浴場（内湯、露天風呂、サウナ
など）や家族風呂（利用制限あり・要問い合わせ）があります。

とれたて農産物の直売や酒米の王様｢山田
錦｣で醸造した日本酒の販売。地元の野菜や
食材を使った無添加のパンや餅、惣菜、味噌
などの特産物も取り揃えています。酒米ミュー
ジアムや日本酒試飲所、地元食材をふんだん
に使ったレストランを備えています。

市内に4園ある観光ぶどう園には、毎年、大型観光バスで大勢の
方が訪れ、ぶどう狩りを楽しまれています。ピオーネやベリー Aなど
の直売所もあり連日、大盛況です。たわわに実ったぶどうをぜひ
ご賞味ください。

市内の祭り屋台が大集合！

住所：三木市吉川町吉安222　TEL：0794-72-2601
（月曜休み。月曜が祝日の場合は翌日）

住所：三木市吉川町吉安222　TEL：0794-76-2401
（月曜休み。月曜が祝日の場合は翌日）

TEL：三木市観光協会 0794-83-8400（火曜休み）

写真は
露天風呂の様子

● 日時　10月25日(土)　午前10時～
● 場所　三木山総合公園（三木市福井）
● 問い合わせ
　 三木の祭り屋台大集合実行委員会　
　 事務局 【（市）産業環境部】
　 TEL：0794-89-2314

市制施行

60周年
記念イベン

ト

開催地紹介
Town Guide
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葭葉ルミ
2012年入会比嘉真美子

2012年入会

大変だけど本当にいい経験。
ずっと続けたほうがいいと思います。

プロテストには合格しましたが、トーナメントには
出たことがなく、本当にどういうものかわからない
状態で参加しました。だから、プレーするのも大変
なんだろうけど、サポートをしてくれるのもこんなに
大変なんだなぁ、と実感しました。自分が（裏方を）
経験してみてスゴイ大変だったから、暑かったり寒
かったりする中で、あんな仕事をしてくださっている
のだと本当に感謝しました。ギャラリー整理やフォ
アキャディなどもやったのですが、キャリングボー
ドを持って選手について行く仕事が一番大変でし
た。私は横峯さくらさんの組を担当したので、ギャ
ラリーがすごくいっぱいいて、邪魔しないように気
を使いながら歩くのにすごく疲れました。翌年、出
場がかかった予選会で「去年はルーキーキャンプ
だったけど、今年は選手として出たい」と思って頑
張りました。（本戦に）出られたときは「ああ、この試
合に戻って来れた」ってうれしかったです。1年後で
プロテストに受かった子たちがルーキーキャンプを
しているのを見て「懐かしい」と思い「大変だけど頑
張って」と言ったのを覚えています。私はゴルフをし
ていたので、修学旅行に行けなかったのですが、同
期がみんな一緒だったのでそんな感じで楽しかっ
たです。みんなと仲良くなれましたしね。不動裕理
さんが私たちに差し入れしてくれたりして、かっこい
いな、と思いました。

小さい頃にあこがれ、プロゴルファーを
目指した気持ちを再確認しました。

小学生の頃ダイキンオーキッドのボランティアを経
験した時に見た女子プロの皆さんは本当にキラキ
ラしてかっこよかったんです。「ああいうふうにかっ
こよくなりたいな」と思ったのが、プロになろうと
思ったきっかけでした。プロになってルーキーキャ
ンプでまた、ロープの中でプレーしている先輩プロ
達を見て、小さい時感じた気持ちを再確認しまし
た。プロゴルファーというのは胸を張ってできる誇
らしい職業なんだなと思ったし、自分も周りからそ
う思ってもらえる選手になることが一つの目標にな
りました。ルーキーキャンプはとても貴重な経験で
す。同じ経験をする後輩達も、たぶん私と同じよう
に、何かしらの憧れをもってプロになったと思うの

で、そういう気持ちを感じてくれた
らいいですね。裏方の方がいるから
試合が成り立つ事がわかる貴重な
経験でもあります。研修としてただ
流すのか、自分の中で何かを吸収す
るのか。トップになるプロは、そうい
う事を意識しているはずですから。

ルーキーキャンプで見た選手権
日本女子プロゴルフ選手権の名物行事となったルーキーキャンプ。
その年、プロテストに合格した選手たちの大半が、スタッフとして参加し、
トーナメントの成り立ち、裏方の苦労を知る機会となっている。
プロとなり活躍中の若手4選手に、その意義を聞いてみた。

同期の選手と楽しく作業をする
葭葉ルミ。

生年月日：1993年3月12日
出身地：東京都
身長：160cm　血液型：A型
主な戦歴
【優勝 STEPUP：1回】

生年月日：1993年10月11日
出身地：沖縄県
身長：161cm　血液型：O型
主な戦歴
【優勝 国内：2回 STEPUP：1回】

に、何かしらの憧

流
る
うう

ROOKIE
CAMP

お静かに札を持つ比嘉真美子。
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ボランティアさんのありがたみと
大変さを感じ、同期との絆を深めた。

「裏方の勉強をします」と聞いて参加したルーキー
キャンプでしたが、私たちの時は悪天候で中断し
たり（最終日が）中止になったりした中で、朝早くか
ら夜遅くまで大変でした。よく晴れた日に2番ホー
ルのフォアキャディを担当したのですが、9時間同
じ場所に座りっぱなし。それまでもボランティアの
方にご挨拶してはいたのですが、ルーキーキャンプ
を経験して「あんなに大変なんだ」とわかって「お
疲れ様です」と、言うようになりました。9時間でも
私は座っていられたし、一人じゃなかったのでそれ
ほどでもありませんが、立ちっぱなしで長時間の方
もいると思うと感謝どころではありません。他には
ギャラリー整理やスコアボードなどを担当しまし
た。選手も朝早いですが、ボランティアさんやスタッ
フの皆さんはもっと朝早くから準備してくださって
いることがよくわかりました。年齢も違う同期が朝
から晩まであんなに一緒にいられることは、この先
もうないでしょう。それができたルーキーキャンプ
はとても楽しかったし、ツアーの仕組みがよくわか
りました。

藤田光里
2013年入会

渡邉彩香
2012年入会

「お疲れ様」と声をかけてもらって
うれしくて、自分も挨拶を
忘れないようにしようと思いました。

サスペンデッド続きで朝は3時起きとか、本当に早
かったことをよく覚えています。ボランティアやスタッ
フの方はこんなに早くからやってくれているのか、と
実感しましたね。私は池のところにいてボールが入っ
た場所を見ていて教えるフォアキャディとか、ギャラ
リー整理などをしました。とにかく朝が早くて大変
でした。ずっと同期と団体行動でしたが、それは高校
（埼玉栄）時代の部活動などで慣れていますから。
ルーキーキャンプで裏方を経験している時に選手か
ら「お疲れ様」とか声をかけてもらってすごくうれし
かったので、私もプレーする時、ボランティアさんへ
のあいさつを忘れないようにしようと思っています。

生年月日：1994年9月26日
出身地：北海道
身長：165cm　血液型：O型
主な戦歴 
【優勝 未公認国内：1回】

生年月日：1993年9月19日
出身地：静岡県
身長：172cm　血液型：A型
主な戦歴 
【優勝 国内：1回】

2012
2013

スコアボード担当の
藤田光里。朝早くからの業務で

裏方の大切さを知った渡邉彩香。 49



LPGA Report

2014年最終プロテスト合格者一覧
（7月29日～7月31日 ベルフラワーカントリー倶楽部）

2014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）

私は飛距離が武器なので、それを
活かした攻めのゴルフをします。
早くトーナメントで優勝したいです。

山田 成美
1989年12月27日生まれ
出身地：兵庫県明石市　所属：東広野GC

【１位合格者】
岩橋 里衣 鬼頭　桜 保坂 真由
太平洋C成田C

植田 希実子 佐伯 珠音 堀　琴音
スリーハンドレッドC 小倉CC

大城 美南海 坂下 莉彗子 山口 莉穂

大西　葵 佐藤 絵美 山城 奈々
狭山GC Tee-up

小川 陽子 佐藤 千紘 山田 成美
東広野GC

柏原 明日架 新海 美優 山戸 未夢
広島CC八本松 C

兼岩 美奈 竹内 美雪 渡邊 順子
真岡ゴルフ場

亀田 愛里 永峰 咲希 平野 ジェニファー
紫CCすみれC

北村　響 野口 彩未

板橋佐伊子 田中そのみ 長谷川弓子
パール（株）

岩﨑 晃子 千葉 睦美 広本真由美
アコーディア・ガーデン神戸北町

宇津山浩子 柘植 佳子 船山 美緒
（株）アメリカンゴルフアカデミー 東京ベイゴルフ（株） 

江草 有希 鳥住　愛 堀　玲子
アコーディア・ガーデン西神

金子 千恵 中村 美恵 横野　光
（有）大蔵ゴルフセンター 

小林 里江 丹羽 千景 吉井  泰恵
葛城GC K'sアイランドゴルフアカデミー ヨシイ・コーポレーション 

杉藤 紀子 萩尾 美穂 吉村 麻美
都留CC

隅倉 廣江 橋口 咲子 渡部 京子
ゴルフスタジオ Ｔ＆Ｓ 仙台CC 

（氏名、所属は7月31日時点）

総勢26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。

2014年新人プロ紹介

入会式にて理事を囲んでの記念撮影。
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LPGA Report

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「メルセデス・ランキング」を導入。ランキング
1位の選手を年間最優秀選手（LPGA Mercedes-Benz Player of the Year）として表彰をしています。

今シーズンも後半に向けてますます熱気を増す2014年のLPGAツアー。各タイトルの行方にもご注目ください。

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。

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

※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

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 アン ソンジュ 351.0pt 299.0pt 52.0pt 3 ¥90,514,250

2 イ　　ボミ 339.5pt 275.5pt 64.0pt 3 ¥99,326,500

3 成田美寿々 286.0pt 230.0pt 56.0pt 3 ¥69,873,183

4 原　江里菜 275.0pt 214.0pt 61.0pt 0 ¥47,299,000

5 酒井　美紀 259.0pt 188.0pt 71.0pt 1 ¥59,887,636

6 渡邉　彩香 240.5pt 177.5pt 63.0pt 1 ¥42,421,750

7 笠　りつ子 227.0pt 166.0pt 61.0pt 0 ¥31,853,377

8 リ　エスド 214.0pt 148.0pt 66.0pt 1 ¥37,927,575

9 穴井　　詩 210.5pt 151.5pt 59.0pt 0 ¥34,082,350

10 申　　ジエ 205.5pt 160.5pt 45.0pt 2 ¥55,527,333

LPGA Mercedes-Benz Player of the Year（年間最優秀選手賞）

横峯 さくら
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。
LPGAツアー各大会での順位や出場ラウンド数をポイントに換算し、年間を通じて
の総合的な活躍度を評価する。

賞金ランキング第1位
森田 理香子
年間獲得賞金額が第1位の者。

平均ストローク第1位
アン ソンジュ
年間平均ストローク第1位の者。

ティーチャー・オブ・ザ・イヤー
該当者なし
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。

敢闘賞
大山 志保・吉田 弓美子
当該年度のツアー競技において、特に印象に残る活躍をした者。

ゴルフビジネス賞
該当者なし
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
森田 理香子
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
森田 理香子
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。

新人賞
比嘉 真美子
2013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、
2014年シード権を取得した者。
 （１）2012年及び2013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。

2013年度受賞者紹介

2014 メルセデス・ランキング （2014年8月25日現在）
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LPGAオフィシャルファンクラブ

LPGAオリジナルグッズ

プロとの交流イベントにご参加

LPGA CLUBオリジナルカレンダー

LPGAオリジナルグッズ

トーナメント観戦チケット

トーナメントコースでプレー

LPGA CLUBメンバーシップをご実感ください

他では手に入らないアイテムを進呈いたします

アドバンテージとともにプレーをお愉しみください

メンバー限定チャリティオークションを開催
メンバーズコンペ

LPGA CLUBニュースをお届け

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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」。

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。

※一部トーナメントは除きます。

※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。

※詳しくはLPGA CLUBホームページ（http://lpgaclub.jp）をご覧ください。

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

メンバー募集中！  http://lpgaclub.jp

ピンクリボンマーカー
¥1,050

ピンクリボンピンバッジ
¥500
※売上の一部を
　チャリティしています。

※売上の一部を
　チャリティしています。

マーブルマーカー
各セット¥1,550

ジャガードタオル（フェイス）
各¥1,200

● 商品に関するお問い合わせは、（株）ムジークまで。Tel.03-5980-8562（10:00 ～17:00）
※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。
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（2014年8月25日現在）

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。

1991年度からレギュラーツアーに出場権を持たない選手及び新人を対象に、試合経験を積ませる事に
より育成・レベルアップを目的としたトーナメントです。ステップ・アップ・ツアー優勝者には、翌々週からの
レギュラーツアー 4試合の出場権が与えられます。

LPGAステップ・アップ・ツアー

7/31-8/1
富士OGMGC市原C
優勝 大竹 エイカ

4/15-16
福岡CC和白C
優勝 鈴木　愛

5/15-16
リージャスクレストGCロイヤルC
優勝 谷河枝里子

6/13-14
上田丸子グランヴィリオGC
優勝 平野ジェニファー

7/2-3
ABCGC

優勝 堀　琴音

7/10-11
早来CC北C

優勝 J. スピーチリー

7/26-27
満濃ヒルズCC
優勝 西木裕紀子

6/3-4
福岡雷山GC
優勝 下條江理子

8/20-22
GC金沢リンクス
優勝 白戸 由香

10/9-10
上総モナークCC

10/16-17
五浦庭園CC

2014
新規トーナメント

2014
新規トーナメント

LPGA Report

9/20-21
東児が丘マリンヒルズGC
2013優勝 西山ゆかり

9/25-26
芸南CC

2013優勝 鈴木 愛

10/22-23
城陽CC

2013優勝 永田あおい

10/1-2
臼杵CC

2013優勝 杉本 愛理

8/28-29
大山平原GC

2013優勝 丁 允珠

9/4-6
阿蘇リゾートグランヴィリオホテルゴルフ場
2013優勝 大金 寿子
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Tournament Schedule 2014

LPGA TOUR
開催日 大会名 開催コース 賞金総額（万円） 優勝者

3/7-9 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 10,000 O . サタヤ

3/14-16 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 一ノ瀬優希

3/21-23 Ｔポイントレディス ゴルフトーナメント 若木GC 7,000 森田理香子

3/28-30 アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI UMKCC 8,000 渡邉　彩香

4/3-6 ヤマハレディースオープン葛城 葛城GC山名C 10,000 アン ソンジュ

4/11-13 スタジオアリス女子オープン 花屋敷GCよかわC 6,000 リ  　エスド

4/18-20 KKT杯バンテリンレディスオープン 熊本空港CC 10,000 勝　みなみ

4/25-27 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 フェービー・ヤオ

5/2-4 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西C 7,000 一ノ瀬優希

5/8-11 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 成田美寿々

5/16-18 ほけんの窓口レディース 福岡CC和白C 12,000 イ　　ボミ

5/23-25 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 アン ソンジュ

5/30-6/1 リゾートトラストレディス 関西GC 7,000 テレサ・ルー

6/6-8 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 成田美寿々

6/12-15 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 アン ソンジュ

6/20-22 ニチレイレディス 袖ヶ浦CC新袖C 8,000 申　　ジエ

6/26-29 アース・モンダミンカップ カメリアヒルズCC 14,000 酒井　美紀

7/4-6 日医工女子オープンゴルフトーナメント 八尾CC 6,000 ジョン ヨンジュ

7/18-20 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 成田美寿々

7/25-27 センチュリー21レディスゴルフトーナメント 伊豆大仁CC 6,000 イ　　ボミ

8/8-10 meiji カップ 札幌国際CC島松C 9,000 申　　ジエ

8/15-17 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 軽井沢72G北C 7,000 イ　　ボミ

8/22-24 CAT Ladies 大箱根CC 6,000 上田　桃子

8/29-31 ニトリレディスゴルフトーナメント 恵庭CC 7,000 ※アン ソンジュ

9/5-7 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 ※吉田弓美子

9/11-14 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 美奈木GC 14,000 ※イ　　ボミ

9/19-21 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 ※横峯さくら

9/26-28 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 ※イ　　ナリ

10/2-5 日本女子オープンゴルフ選手権競技 琵琶湖CC栗東C／三上C 14,000 ※宮里　美香

10/10-12 スタンレーレディスゴルフトーナメント 東名CC 9,000 ※姜　　秀衍

10/17-19 富士通レディース 東急セブンハンドレッドC西C 8,000 ※イ　　ナリ

10/23-26 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース マスターズGC 14,000 ※横峯さくら

10/31-11/2 樋口久子 森永レディス 森永高滝CC 7,000 ※イ　　ボミ

11/7-9 ミズノクラシック 近鉄賢島CC 12,000 ※テレサ・ルー

11/14-16 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 ※横峯さくら

11/20-23 大王製紙エリエールレディスオープン エリエールGC 10,000 ※森田理香子

11/27-30 LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 宮崎CC 10,000 ※大山　志保

2014年LPGAトーナメント｜開催日程と結果

（2014年8月25日現在）※は2013年優勝者
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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

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2014年8月25日現在のものです。

広告協賛社一覧

「第47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。

LPGA Official Website

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

www.lpga.or.jp

敬称略（五十音順）



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）

5月27日（火） 兵庫県神戸市 ダンロップゴルフコース

6月23日（月） 神奈川県横浜市 ハンズゴルフクラブ

9月16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

9月23日（火） 広島県広島市 高陽ゴルフセンター　※開催中止

10月7日（火） 静岡県三島市 三島ジャンボゴルフセンター

これまでの義援金総額

¥343,132,934
※2014年7月31日時点

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。

日本女子プロゴルフ協会では、東日本大震災で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っております。この活動の一環として、6月22日（日）に
宮城県気仙沼市の「気仙沼市はまなす文化タウンイベント広場」で、気仙沼市の小学生を対象にしたスナッグゴルフ
教室を開催しました。当日は、気仙沼市本吉町総合体育館の呼びかけで集まった54名の小学生がイベントに参加。
LPGAのプロが講師をつとめ、準備運動や基本的なスイングの練習、コースラウンド体験まで、約2時間半のプログラ
ムで元気にスナッグゴルフを楽しみ
ました。今回のイベント運営には、
LPGAから会員9名と理事・スタッ
フが参加。また、宮城県ゴルフ連盟
をはじめ、地元のボランティアスタッ
フの方々にご協力をいただきまし
た。なお、このイベントで使用したス
ナッグゴルフセットは、昨年に全国
5会場で実施したチャリティレッス
ン会にて参加者の皆様からお寄せ
いただいたチャリティ金で購入し、
宮城県ゴルフ連盟に寄贈させてい
ただいたものです。

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

宮城県スナッグゴルフ教室

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。

LPGA Report

LPGAチャリティ報告
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