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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。
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　第48回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯が、ここパサージュ 
琴海アイランドゴルフクラブ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、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に親しまれるとともに、高い競技性を持つスポーツとして普及・
発展してまいりました。また、2016年のリオデジャネイロオリンピック競技大会から
正式競技として復活することは、誠に喜ばしいことです。
　このような中、近年の女子プロゴルフ界においては、国内外の若い力の台頭が
著しく、国内のトーナメントのみならず、世界の大舞台で活躍する選手の姿に国民の
関心が高まっています。
　本大会は、日本女子プロゴルフ界における最高峰のトーナメントであり、これまで、
トッププレーヤーの日々の練習に裏づけされた高い技術力と精神力から生み出さ
れるすばらしいプレーによって、多くの人 を々魅了し感動を与えてくださいました。
　選手の皆さんは、持てる力を存分に発揮し、輝かしい栄冠を目指されるとともに、
本大会を一つの契機として、今後、2016年、2020年のオリンピックなど世界を舞台
に活躍する選手として一層飛躍されますよう心から期待いたします。
　さて、５年後の2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、我が
国では大会開催準備やメダル獲得に向けた選手強化、オリンピック・パラリンピック
ムーブメントの推進等にオールジャパン体制で取り組んでいるところです。2020年
東京大会では、世界中の多くの人 を々お迎えし、歴史に残るような成功を収められ
るよう、引き続き、皆様の御支援・御協力をお願いいたします。
　結びに、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
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　このたびは第48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48年の歩みとともに、メジャーとし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。それはアマチュア選手が入ることのできないプロ
だけで競われる唯一のメジャー大会です。日本一のタイトル奪取に向けて選手たちは
持てる力をぶつけ合い、見応えのある試合展開になることと確信いたします。
　さて、戦いの舞台となりますパサージュ琴海アイランドゴルフクラブは、大村湾に沿って
造られたとても美しいコースです。海からの風となだらかな傾斜、そしてグリーン上に
ある細かいアンジュレーションがより戦略性を高めています。
　今季LPGAツアーは、若手からベテランまでしのぎを削り、毎年のように実力を
備えた新人が登場し、年々競争が厳しくなっております。優勝を争う選手層も厚くなり、
僅差での戦いに最後まで誰が勝つかわからない白熱した展開が続いています。本大
会は4日間大会であり、心技体が最も充実してどんな状況にも安定した力を発揮する
ことが求められます。このたび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、緑豊かな美しいゴルフ場で、女子プロゴルファーの最高峰の試合を満喫し、
ゆったり楽しくご観戦頂けましたら幸いです。
　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、世界で勝つために努力してまいります。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、ゴルフを
通したさまざま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、パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ、長崎県、長崎市、西海市、
時津町、九州ゴルフ連盟、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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　「第48回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」が、ここ長崎県長崎市の
「パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ」に於いて開催されますことを心よりお慶び
申し上げます。
　また、本日ご来場の皆さまには、深く御礼申し上げますとともに、幾多の名勝負を生ん
できたこの大会を、どうぞ心ゆくまでご堪能いただければと存じます。
　今回で48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 を々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におかれましては、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、世界の舞台で最良の結果を導き出しています。私ども
コニカミノルタも世界が瞬く間に変化し多様化する中、経営理念「新しい価値の創造」
を改めて見つめ直し、お客様本位のトランスフォーム（変革）を行っております。お客様と
社会の課題にしっかりと向き合い、私たちの技術やノウハウを活かし、スピード感を持っ
て解決することで「グローバル社会に支持され、必要とされる企業」として在り続ける
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。

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48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
だきまして誠にありがとうございます。当クラブにてLPGA競技を開催いたしますのは
2000年「紀文クラシック」、2008年「ステップ・アップ・ツアー レモンガス・アクア
クララガールズカップ」に続き３回目となりますが、今回は女子プロゴルファーの最高峰
を決めるメジャートーナメントでございます。このような権威のある大会をパサージュ
琴海アイランドゴルフクラブにて開催できますことは、大変名誉なことであると同時
に、この輝かしい大会の歴史に名が刻まれますことを光栄に感じております。
　ここパサージュ琴海アイランドゴルフクラブは、大村湾に突き出た半島の自然を
そのまま活かしたシーサイドコースでございます。３か所の海越えのホール、アンジュ
レーション巧みなグリーン、フェアウェイなどいずれも変化に富んでおり、ひとたび
風が吹くとその難易度は増します。大会開催の正式決定をいだたきましてから、
当クラブのモットーであります「美しいコース作り」に加え、日本女子プロゴルフ
協会の指導によるコースセッティング、練習場の大改造と全社員一丸となり準備を
整えて参りました。
　この由緒ある大会を開催するに相応しい舞台を用意できたと確信しており、後は
開催期間の好天を祈るばかりでございます。
　この舞台で、トッププロがどのようなプレーで魅了し、どのようなドラマが展開され
るのか期待に胸が膨らみます。
　ギャラリーの皆様には、その熱い戦いをご堪能されるのはもちろん、選手一人
一人にあたたかいご声援を是非お願い致したく存じます。
　最後に、本大会開催にあたりましてご協力ご協賛を賜りました全ての皆様に厚く
感謝申し上げますとともに、日本女子プロゴルフ協会の益々のご発展と出場選手の
皆様のご活躍を祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

大会名誉副会長
パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ 理事長
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　長崎県のパサージュ琴海アイランドゴルフクラブにおいて、「第４８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試合が行われた
女子トーナメント、ほぼ半世紀の年月を経て、女子プロゴルフ界は、大きな発展を見せ
ています。
　２０１６年「リオデジャネイロオリンピック」でゴルフが正式競技になりました。日本
代表の女子ゴルファーが世界を舞台に大きく躍動すると予感します。
　この日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯は、歴史と名誉ある国内
最高峰のメジャー大会です。メジャーの舞台が醸し出す緊張感の中、選手たちが
プレーするその経験は、世界の大舞台へも繋がって行く事だと思います。
　私ども朝日放送が、この大会の放送を始めて４１年目となりました。
　昨年から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＋で全試合生中継しております。
ステップ・アップ・ツアーの主催は２年目を迎え、今年もABCゴルフ倶楽部を舞台に
「日本臓器製薬レディースＡＢＣ杯」として発展を見せています。今後とも日本
女子プロゴルフ協会と共に、世界レベルの女子プロゴルファーを見つめ、多くの
選手達が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、パサージュ琴海アイランドゴルフクラブは、大村湾に面したすばら
しい景観と共に、メジャー仕様のコースセッティングで最高の舞台が整いました。
長崎県で初めて開催される国内最高峰の女子プロの戦い、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、スカイ・A sports+ でも存分に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、株式会社パサージュ琴海、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 山名　昌衛 コニカミノルタ株式会社 代表執行役社長

張　富士夫 パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ 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

美田　政志 朝日放送株式会社 取締役

楳本　富男 ブリヂストンスポーツ株式会社 代表取締役社長

高橋　惣一 株式会社電通 スポーツ局長

中村　法道 長崎県知事

髙坂賢三郎 パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ 副理事長

打越　誠次 株式会社パサージュ琴海 代表取締役社長

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

田上　富久 長崎市長

田中　隆一 西海市長

吉田　義德 時津町長

山下新太郎 九州ゴルフ連盟　理事長

小泉　温彦 株式会社パサージュ琴海 常務執行役員取締役総支配人

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 原田　香里 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 理事

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

那須美根子 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 理事

松尾　　恵 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 理事

森本多津子 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 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 江間　陽子 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

湯本　弘子 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

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



8 Tournament Facts

大会実施要項 

大会名称 第48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、長崎県、長崎市、西海市、時津町、九州ゴルフ連盟、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 2015年９月10日（木）・11日（金） 予選ラウンド 12日（土）・13日（日） 決勝ラウンド　14日（月） 予備日

開催コース パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ
〒851-3211 長崎県長崎市琴海戸根原町171　TEL：095-884-3990

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、2005～2008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、2005～2008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
 クォリファイングトーナメント上位者
 地区予選会通過者22名の者
 特別承認者
   （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13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、優勝者を決定する。

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11日 （金） 25：34 ～ 26：30 VTR [朝日放送]
９月12日 （土） 16：00 ～ 17：25 VTR [全国ネット]
９月13日 （日） 14：00 ～ 15：55 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10日 （木） 13：00 ～ 17：00 生放送 [予定]
９月11日 （金） 8：00 ～ 11：00 生放送 [予定]
  15：00 ～ 17：00 生放送 [予定]
９月12日 （土） 8：00 ～ 13：00 生放送 [予定]
９月13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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賞金・賞杯・優勝副賞・特別賞

※ 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

¥140,000,000

 優勝賞金

¥25,200,000

優勝副賞 賞金配分表

特別賞

ホールインワン賞
200万円（No.17）
（大会期間中達成者全員）

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

提供：ミサワホーム株式会社 提供：パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ

優勝 25,200,000

２位 12,320,000

３位 9,800,000

４位 8,400,000

５位 7,000,000

６位 5,600,000

７位 4,900,000

８位 4,200,000

９位 3,500,000

10位 2,800,000

11位 2,520,000

12位 2,380,000

13位 2,240,000

14位 2,100,000

15位 1,960,000

16位 1,820,000

17位 1,680,000

18位 1,540,000

19位 1,400,000

20位 1,260,000

21位 1,232,000

22位 1,204,000

23位 1,176,000

24位 1,148,000

25位 1,120,000

26位 1,092,000

27位 1,064,000

28位 1,036,000

29位 1,008,000

30位 980,000

31位 952,000

32位 924,000

33位 896,000

34位 868,000

35位 840,000

36位 812,000

37位 784,000

38位 756,000

39位 728,000

40位 700,000

41位 686,000

42位 672,000

43位 658,000

44位 644,000

45位 630,000

46位 616,000

47位 602,000

48位 588,000

49位 574,000

50位 560,000

51位 546,000

52位 532,000

53位 518,000

54位 504,000

55位 490,000

56位 476,000

57位 462,000

58位 448,000

59位 434,000

60位 420,000

カラー複合機

提供：コニカミノルタ株式会社

提供：本田技研工業株式会社

※  Photo: SPADA・Cool Spirit（FF）　ボディカラーはプレミアムスパイスパープル・パール
　副賞車両のタイプ・ボディカラーは事前の告知なく変更になる場合がございます。
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まず、今シーズンツアー前半戦も終わり、毎試合熾烈な優勝
争いが繰り広げられ誰が勝つか予想がつかない展開が続
いていますが、シーズン前半戦を振り返っていかがですか？
非常に面白いですね。春先には３戦連続プレーオフが続い
たり、ツアー初優勝者も出たりと試合展開が僅差で最後ま
でだれが勝つかわからないという試合が多いです。ここ数年、
誰かが飛び抜けて勝つというパターンは少ないです。優勝
を争う選手層が厚くなり、年々競争が激しくなってきている
と感じています。優勝争いする人数が増えて優勝のドアを
ノックしている選手がたくさん出てきました。その中に新人
や若手も毎年のように絡んできているので、ツアーの回転が
速いという実感を持っていますね。
協会としては、こうした舞台を整えるため、コースセッティン
グの多様化に取り組んでいます。選手のいろんな対応力を
引き出すために、このコースではこういうものを求めてと、年
間で区分けして考えています。違うセッティングを出来るだ
け提供することで、選手が持っている才能をもっと引き出し
ていきたいと思っています。

今年の日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯は、
長崎県のパサージュ琴海アイランドゴルフクラブでの開催
です。長崎県では2000年以来、15年ぶりのLPGAツアー
開催となり、地元の皆様も楽しみにしていると思います。
パサージュ琴海アイランドゴルフクラブは、海の近くで非常
に景観美に溢れているコースです。グリーンには細かいアン
ジュレーションがたくさんあって読みづらいと思います。パッ
ティングの技術やバーディの狙いやすいところにピンポイ
ントで置くショットの精度をより求められるコースですね。
選手の皆さんがどう攻略していくのか楽しみです。
また、選手権はシード選手以外にも予選会を勝ち上がり資
格を得て出場する選手もいます。いろんな選手にチャンスが
広がっている大会であり、コースに対して自分の力を発揮出
来た人、自分の持っている技術の総合力全てを出して戦う
舞台です。まさに女子プロゴルファー日本一を決める大会

にふさわしいと思っています。メジャー獲得に向けていろん
な選手に頑張ってほしいですし、去年の鈴木愛選手の大会
最年少優勝記録のように今年も驚くような記録が出るのか、
私自身も楽しみにしています。

誰もが獲りたい公式戦タイトルの重みとは？
獲ってから分かるものだと思います。私がそうでしたから
（笑）。試合で選手紹介の時に言われたり、実績の中にメ
ジャーの名が残るとメジャー獲ったんだなと改めて実感し
ます。戦っているときは無我夢中なので実感はないですけど、
後からじっくり分かってきますし、メジャーを獲ったという意
識が付くのだと思います。意識が付くと当然自信にもなりま
すし、４日間を戦って勝ったという技術に対しての自信。あと
は試合が持っている伝統と歴史と重み、歴代チャンピオンに
は日本を代表する選手がたくさんいますし、その中に自分の
名前を連ねられたというのは非常に誇りになります。

若手の育成、教育の一環として毎年選手権ではその年のプ
ロテスト合格者などが大会運営業務を行うルーキーキャン
プを行っております。プレーヤーとして大会の裏側を知ると
いうことの意義や狙いは？
プロゴルファーは、いかに多くの人に支えられて自分たちの
職業が成り立っているのか、というのが実感出来るのが
ルーキーキャンプです。試合に入れば選手はロープの中で
戦いますけど、ロープの外側にどれだけの人たちが関わっ
て試合が成り立っているのか、そういう中で自分たちが
ここにいる、ということが客観的に知る場だと思っています。
新人のうちにそういう経験を積むことで、たくさんの有り難さ
がわかり、ファンサービスを含め、ギャラリーにサインするな
ど大会での対応に反映されていると感じます。これからプロ
ゴルファーとしてやっていくために、大会の仕組みを知って
いるのと知らないのとでは雲泥の差だと思います。今後も
若手の育成、教育の一環としてルーキーキャンプは続けて
いきたいですね。

日本女子プロゴルフ協会

小林浩美会長
インタビュー
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Hiromi  Kobayashi
Interview

若手の活躍もさることながら、先日表純子選手が155試合、
最多連続出場試合数記録を更新するなど、ベテラン勢の
活躍もあります。これから更なるステップアップするために
選手たちに期待することはありますか？
いかに自分のプロゴルファー人生を充実させるか、どういう
風に自分は生きたいか、に尽きます。表さんもコツコツ成績
を少しでも上げようと努力し、長く活躍できるように体調管
理も気を付けてきたと思います。日々努力して、その結晶が
数字になっていますよね。そこにははっきりした目標がある
からだと思います。したがって、プロゴルファーとしてどうし
たいのか、という目標を必ず立てることです。それに向かっ
て自分がどう動き、どう生活すればいいのか？具体的に落と
し込むのです。そうすることで長く活躍できる土壌ができま
す。みんなプロになるために多くの時間をかけて練習して
やってきたわけですから、プロゴルファーとして充実した
人生を送っていただきたいです。そのために、明確な目標を
常に持って進むことが大事です。

いよいよ来年の2016年にはゴルフが五輪種目に採用さ
れて、その４年後には東京五輪が行われます。五輪出場を
目標に掲げている選手もいますが、LPGAとしては五輪ま
でにどう取り組んでいるか、またどのような心構えで臨むの
でしょうか？
すでにLPGAとしては一般社団法人として新たなスタート
を切った2013年から“2016年ビジョン”を掲げました。
LPGAのさらなる飛躍に向けて、ツアー部門では世界で勝
つために「ツアー強化」という目標を立てました。日本ツアー
をさらに強化することで、日本ツアーの選手が海外の大会で
も優勝することが出来ると思っています。そのために、コース
セッティングの多様化や、４日間大会の推奨、練習環境の
強化と重点テーマを３つに絞り取り組んでおります。
日頃から日本ツアーで、出来る限りの環境をそろえること
で、選手が世界の舞台に出たとき、臆することなく自分の力
を発揮できると考えています。やっぱり今これだけ、スポン
サーの皆様はじめたくさんの方々から大きな応援をいただ
き、注目度も高いですし、どの舞台に出ても結果を出すこと
が私たちプロスポーツ団体の使命だと思っています。日本
ツアーでも海外ツアーでも勝つという目標を置いてやって
いる中で、五輪もしかりです。来年の五輪はメダルを取りに
行きたいですし、2020年東京五輪では金を狙っています。
他方、将来の五輪候補選手であるアマチュアの方はGBD
（ゴルフビジネスディビジョン）チームがJGA（日本ゴルフ

協会）さんやKGA（関東ゴルフ連盟）さんなど、各ゴルフ連
盟とともに育成強化に取り組み始めました。

また、２年後の2017年にはLPGA設立50周年を迎えま
す。50周年も間近に迫り、LPGAブランドの強化、どう
確立していくか、などどうお考えですか？
先程お話した“2016年ビジョン”とは、「LPGAブランドの
確立」です。サブタイトルには、「ゴルフ専門団体ならではの
安心、信頼、クオリティの高さ」を掲げ、女子プロゴルフ団体
にしかできないものや専門分野に特化したものを世の中に
提供したいと思っています。LPGAに任せれば安心だと
信頼される仕事をすることであり、質のいい仕事をしたい
です。2017年には創立50周年を迎えます。次の50年に
向かって、プロジェクトチームを立ち上げ、今、色々考え
動き始めています。

LPGAとして将来に向けて長期的なビジョンは会長として
どうお考えですか？
いつの時代もLPGAが世の中になくてはならない存在に
なりたいです。
スポーツのひとつとして世間の皆様から常に見て楽しい、
面白いと感じて、応援をしてもらえることが大事です。そうい
う確固たる地位を築く努力をすることがいつも欠かせない
と思っています。
と同時に、ゴルフの普及拡大が大きな目的の団体でもあり
ます。広く一般の方にもっとゴルフを知ってもらい、プレー
して楽しいと感じていただきたいです。心身の健康に役立つ
生涯スポーツなので、お子様からお年寄りまで一緒に
プレーできます。またそこにプロが入ってもできるスポーツ
です。プロとアマが、同じフィールドで出来るというスポーツ
はゴルフだけですよね。もっとゴルフを身近に感じられるよ
うに、単にゴルフ場を知ってもらうだけでもいいと思って
います。緑いっぱいの広くてきれいな場所を見るだけでも
気分は晴れ晴れします。そこでボールを打ったらなお気持
ちがいい。身近にゴルフに接することが出来るような取組に
も力を入れたいと思っています。
今、高齢化社会に入り、ゴルフは歩きながらものを考えるか
らアルツハイマーにいいかもしれないという考え方があり、
他の団体と組んで一緒に研究に取りかかろうとしています。
社会に役立つゴルフの側面も探っていきたいです。
社会の中で存在価値が高まるように、ゴルフを通じて社会
の役に立つ団体になりたいと思っています。
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ニューヒロインから女王へ

Intervi ew

鈴木愛インタビュー
ディフェンディングチャンピオンAi 鈴木愛インタビュ

Suzuki
笑顔と涙のツアー初優勝は、メジャ
ータイトル。さらには、大会最年少
優勝記録の更新を達成し一躍時の
人となった鈴木愛。「賞金女王にな
りたい」と語ったニューヒロインは、
今季も優勝争いを繰り広げる活躍
を見せている。ディフェンディング
チャンピオンとして挑む今大会への
意気込みを聞いた。
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■ 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカ

ミノルタ杯でツアー初優勝を飾って。

　去年はQTランキングも良くなかったの

で出場できる試合が限られていました。

賞金ランキングも下の方でしたし、その中

で迎えたメジャー大会だったので何とか

して上位に入りシード権を、と思っていた

のですが、まさか優勝出来るなんて思って

もいなかったので自分自身が一番びっく

りしました。

■ 決勝ラウンドを振り返って。

 2日目に67のスコアが出たことですごく

注目されて、今まで上位にいったこともな

かったので、3日目のスタートをする時は、

初めてのプレッシャーを感じていました。

1番ホールから自分の中でちょっと異変を

感じていて、昨日までのショットとちょっと

違うなと思う部分があって…。その影響も

あり2番、3番で連続ダブルボギーを打ち

ましたが、そこで気持ちを切り替えること

ができたので、3日目の前半でスコアを落

としたことが結果的に良かったのかなと

思います。

　最終日は前半から良い流れでラウンド

できていましたが、17番のティーショッ

トはすごく緊張しました。前の16番でボ

ギーを打っていたし、17番はフェアウェ

イも狭いので刻もうかとキャディーさんと

相談したんです。でも果たして刻んでバー

ディーが取れるのかといったら確率も高

いと思えなかったので、ここはドライバー

で打つしかないと思って勝負をかけまし

た。その17番でのバーディーが大きかっ

たので、大会ポスターの写真も決定的瞬

間となった17番のセカンドショットの写

真を選んで頂いたのかなと思っています

（笑）

■ ウィニングパットを決めた瞬間。

　嬉しいというよりは、やっと緊張感から放

たれて、やっと終わったという感じでした。

　キャディーさんから“おめでとう”と言

われた時が一番嬉しかったです。

■ 2006年に宮里藍選手がつくった記

録を更新する大会最年少優勝（20歳

128日）。

　意識してその記録を破ろうと思ったこと

もなかったし、未だに記録を抜いた実感

もないんです。今はその記録がどれだけす

ごいことなのか自分でも分かっていない

ので、もっと歳を重ねていったら分かって

くるのかなと思っています。

■ 2012年のプロテストで85期生として

合格しましたが同期の存在は。

　85期生の中では、成田美寿々さんが一

番先頭を切っていると思います。勝利し

ている数が違うし、メジャーも勝っている

ので85期生の中で一人だけ群を抜いて

突っ走っている感じがします。だから一番

追い抜きたくなる選手でもあるし、尊敬し

ている部分もたくさんある選手なので、と

にかく成田さんに追いついて追い抜きた

い気持ちがすごく強いです。

　去年も日本勢の中で一人だけ3勝して

賞金女王も取れそうだなと思ったので、成

田さんを追い越さないと賞金女王は取れ

ないので抜きたい気持ちが強いです。

■ メジャーチャンピオンになってご自身の

中で変わったこと。

　すごく自信になった部分はたくさんあっ

て、勝ったあとのシーズンはメジャーチャン

ピオンとして恥ずかしくない成績を残さな

ければいけないと思って頑張ってきました。

　でも今年になり、もう1勝したいと思う

に連れて、最初に勝った試合がメジャー

だったというプレッシャーがかかってき

て、思うようにいかなくなることがたくさ

ん出てきている気がしています。去年はメ

ジャーに勝てた嬉しさだけだったけど、今

年はプレッシャーになっている部分もある

ので、そこが自分の中で変わったことだと

思います。

　メジャーで勝てたことがまぐれだと言わ

れたくなくて、オフシーズンもゴルフ漬け

で過ごしてきましたが、今年になってゴル

フ以外の部分で不安が出てきて、初めて
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ケガで棄権して欠場もしたし、失格もあっ

たし…、上手いこといかない時だなと感じ

ていました。今まであんまりケガをしたこ

とがなかったので、2週間まるまるゴルフ

をしなかったのは初めてでした。不安も

あったし、早く2勝目を挙げたい気持ちが

あるのに練習できないイライラもあって、

ゴルフを見たくない時期もありました。

　でも休んでいるとやっぱりゴルフをやり

たいと思い始めて、復帰したスタジオアリ

スでは自分が思うようなプレーは完璧に

できなかったけど、楽しくラウンドできた

のが良かったです。今は段々自信も取り戻

せてきています。

■ ご自身のプレースタイルをどのように

考えられていますか。

　もともとショットで無理やり攻める部分

が強くて、ずっとそれでやってきた部分が

あるけど、帯同キャディーさんにお願いす

るようになってから止められることが多く

なって。最初は納得できない部分もありな

がら打っていたので、思うようにいかない

ことも多かったです。ピンを狙ってグリー

ンを外した時にパーを取れる実力がなく、

特にアプローチとかバンカーショットが

得意ではなかったので、やっとキャディー

さんが言っていることが分かってきたん

です。ただガツガツ攻めるだけではいけな

い、ということを覚えてからゴルフの内容

が変わってきました。

　パッティングはしっかり打って決めてい

かないと優勝はできないと思っているの

で、パッティングだけはこれからも自信を

持って、強気のパッティングをしていきた

いと思っています。

■ 海外ツアーについて。

　日本だけではなくいろんな国のいろん

なコースを回ってみて、日本と違うところ

とかたくさんの経験が出来たらいいなと

思っているので、将来的には海外ツアーで

やってみたい気持ちもあります。でも移動

とか食事面が大変そうで、そこが不安な

ので今すぐにではなくちょっと先のことか

なと思っています。

■ご自身の性格を分析してください。

　ゴルフの時はしっかりしているつもりだ

けど、普段はすごくマイペースですね。あま

り時間を守らないし、常にゆっくり、おっと

りで、急かされることがあまり好きじゃな

いんです（笑）移動の車の中では、ほとん

ど寝ていますね（笑）

■ 毎週帯同されている母・美江さんの存

在、ご家族の支え。

　試合で慣れない部分がたくさんあるし、

一人でいろいろ準備をするのも得意では

ないし、移動も大変だし、運転するとすぐ

寝ちゃうし…。お母さんが一緒にいてくれ

ると身の回りのこともしてくれるので、すご

くありがたいし助かっています。けんかに

なることもあるけど、助けてもらっているこ

とがすごく多いので、いつも一緒にそばに

いてくれて嬉しいですし、感謝しています。

■ パサージュ琴海アイランドＧＣの印象は。

　グリーンが大きいし、硬くなって速くな

ると、長い番手のアイアンで打ったときに

下りの面に落ちたらOBまでいってしまう

んじゃないかと思うくらいコブがたくさん

あるので、グリーンがすごく難しい印象で

す。それに海沿いなのですごく風が吹くと

思うし、コースも狭かったのでマネジメン

トが重要だし、スコアが出にくいコースだ

と感じています。

　去年よりも厳しい試合になると思うし、

パッティングの上手い人、調子が良い人

が上位にいけると思うので、最後の勝負は

グリーン上になると思っています。

■ ディフェンディングチャンピオンとして。

　楽しみもあるけど、今は正直ドキドキの

方が強いです。メジャー大会で連覇するこ

とはすごく難しいことだと思いますが、去

年は最年少記録で優勝することができた

ので、それに恥じないように最低でも予選

は通って、優勝争いに加わりたいと思って

います。調子も上がってきているので、連

覇が出来るようにしっかり調整していきた

いと思います。

■ ありがとうございました。
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安定した実力者が引っ張る今年の日本女子
ツアー。その一方で初優勝もあれば復活優
勝もあり、相変わらずクルクルとヒロイン
が入れ替わる戦国時代も続いている、日本
女子ツアー。パサージュ琴海アイランドゴ
ルフクラブを舞台に行われる大一番、日本
女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯も
激戦必至だ。ツアー最高峰タイトルの名誉
と3年シード獲得のため、全員が目の色を
変えて乗り込んでくる。

（記録はいずれも8月24日現在のもの）

今大会のみどころ
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　開幕以来、怒涛の強さを見せている
イ ボミが優勝候補筆頭なのは言うま
でもない。ほけんの窓口レディースで
シーズン初優勝を挙げると、アース・
モンダミンカップで２勝目。メルセデ
スランキング首位を突っ走り、笑顔で
ツアーの牽引車となっている。
　連覇を狙った昨年大会は２日目を終
えて６位タイの好位置につけた。だが、
父危篤の報に３日目10番を終えて無念
の棄権。帰国して父の死に立ち合っ
た。賞金女王タイトルも逃がしてし
まった今季は父の弔い合戦。中でも、
2013年に続く２勝目がかかる日本女子
プロゴルフ選手権に対する思いは強
く、ツアーNo.１のパッティングを武器
にタイトルに挑む。
　イボミに迫る勢いを見せているの
が、テレサ・ルーだ。昨年の日本女子
オープンを制した実力者は、開幕戦ダ
イキンオーキッドレディス優勝でライ
バルたちをけん制すると、リゾートト
ラスト レディス、NEC軽井沢72ゴルフ
トーナメントでも勝って存在感抜群。
メルセデスランキングこそ、イボミに
続く２位だが、平均ストロークではツ

アーNo.１。「年間平均ストローク60台」
という目標がその活躍を支えている。
　イボミ、テレサに続く優勝候補が、
成田美寿々、申ジエだ。成田は、昨年
のワールドレディスで公式戦初優勝を
果たした後「メジャー（公式戦）タイト
ルは、１つ勝ったらもっと勝ちたくな
るもの」と言い切っており、ビッグタイ
トルに対する気持ちは人一倍強い。来
年のリオ・デ・ジャネイロ五輪での金
メダル獲得も公言してはばからず、出
場権獲得のためにロレックスランキン
グを上げることに全力を尽くしてい
る。モチベーションがひときわ上がっ
た成田は、目が離せない存在だ。
　淡々と結果を積み重ねているのが、
やはりシーズン２勝している申ジエ
だ。2014年から日本ツアーを主戦場に
戦っているが、2008年、2012年の全英
女子オープン覇者という折り紙付きの
実績通り、安定度は抜群なだけに、怖
い存在だ。また、これまでにトップ10
フィニッシュ11回と好調を見せている
上田桃子の活躍からも目が離せない。
　一方、菊地絵理香（KKT杯バンテリ
ンレディス）藤田光里（フジサンケイレ
ディス）西山ゆかり（meijiカップ）の初
優勝組と、昨年、初優勝して今年、２
勝目を挙げて実力を証明した渡邉彩
香、前田陽子も優勝候補の一角を担う。
これまで何度も公式戦で優勝争いに顔
を出している菊地が、今度こそ、と挑

めば、思い切りのよさが身上の藤田も
若手らしく怖いもの知らずのプレーを
見せる。他を圧倒する渡邉の飛距離
と、苦労人前田の謙虚で忍耐強いプ
レーぶりも楽しみだ。
　もちろん、今季、すでに優勝してい
る好調の面々は誰も、タイトル獲得に
向けて突き進むに違いない。アン ソン
ジュ、大山志保の歴代賞金女王２人は
当然、調子をピークに持ってくるため、
上位に食い込む可能性が高い。
　３年ぶりに優勝した李知姫や笠り
つ子、服部真夕、５年ぶりに勝った
飯島茜ら“復活組”もあなどれない。
来年に迫ったアンカーリング禁止を
にらんで、ノーマルパターで猛練習を
積み結果を出した吉田弓美子も、３年
前に手が届きかけながら３位に終わっ
たビッグタイトルに再び挑む。大東建
託・いい部屋ネットレディスで６年
350日ぶりのツアー２勝目に涙した原
江里菜も、安定した実力には定評が
あるだけに優勝候補の一人と言って
いいだろう。
　昨年大会でツアー初優勝を挙げ、一
気に花開いた鈴木愛は、今季も優勝こ
そないがしっかりとしたプレーを続け
ている。ディフェンディング・チャン
ピオンとして迎える思い出の大会で、
さらなる飛躍を狙っており、今年も嵐
の予感で一杯だ。

Tournament
Preview
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順位 名　前 国 試合数 平均ポイント
1 朴 仁妃 KOR 56 13.31
2 Lydia Ko NZL 49 10.47
3 Stacy Lewis USA 54 9.19
4 So Yeon Ryu KOR 55 6.34
5 Hyo-Joo Kim KOR 60 6.32
6 Suzann Pettersen NOR 49 6.09
7 フォン シャンシャン CHN 60 5.76
8 Lexi Thompson USA 49 5.73
9 Anna Nordqvist SWE 56 5.62
10 チョン インジ KOR 58 5.48
11 Amy Yang KOR 47 5.46
12 Brittany Lincicome USA 52 5.27
13 Cristie Kerr USA 51 4.99
14 Sei Young Kim KOR 58 4.98
15 Minjee Lee AUS 32 4.78
16 Na Yeon Choi KOR 56 4.55
17 Mi Rim Lee KOR 49 4.28
18 Jin-Young Ko KOR 44 4.27
19 Michelle Wie USA 48 4.23
20 Karrie Webb AUS 43 4.15

（2015年8月24日現在）

ロレックスランキング
順位 名　前 金額 試合数
1 イ ボミ ¥122,292,066 64
2 テレサ・ルー ¥84,848,200 51
3 申 ジエ ¥64,983,000 61
4 菊地 絵理香 ¥60,885,333 69
5 上田 桃子 ¥59,082,666 56
6 李 知姫 ¥48,884,066 56
7 飯島 茜 ¥47,057,828 63
8 渡邉 彩香 ¥46,092,589 61
9 成田 美寿々 ¥41,690,900 49
10 笠 りつ子 ¥40,994,249 62
11 原 江里菜 ¥40,559,000 64
12 アン ソンジュ ¥40,158,833 40
13 藤田 光里 ¥36,736,266 61
14 大山 志保 ¥35,503,764 46
15 吉田 弓美子 ¥31,581,666 54
16 鈴木 愛 ¥31,129,523 53
17 西山 ゆかり ¥30,500,866 66
18 藤本 麻子 ¥29,955,116 68
19 森田 理香子 ¥28,447,000 58
20 前田 陽子 ¥26,254,636 63

2015年 年間獲得賞金ランキング
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2011年優勝

2011年優勝2009年優勝2011年優勝2010年優勝 2007年優勝

2003,2005年優勝 1995,2000年優勝

Akane Iijima

ダイキン工業

テリンク

チェリーゴルフ

15年獲得賞金：¥5,157,500（79位）
15年平均ストローク：73.975（78位）
通算優勝回数：9回
ロレックスランキング：413位

15年獲得賞金：－
15年平均ストローク：－
通算優勝回数：10回
ロレックスランキング：-

15年獲得賞金：¥15,008,333（41位）
15年平均ストローク：72.1474（22位）
通算優勝回数：5回
ロレックスランキング：151位

15年獲得賞金：¥5,667,000（74位）
15年平均ストローク：72.375
通算優勝回数：50回
ロレックスランキング：238位

15年獲得賞金：¥47,057,828（7位）
15年平均ストローク：71.4286（8位）
通算優勝回数：7回（15年1勝）
ロレックスランキング：112位

15年獲得賞金：¥1,191,636（105位）
15年平均ストローク：73.2857
通算優勝回数：24回
ロレックスランキング：540位

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

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

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

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

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

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

諸見里しのぶ

高村 亜紀

藤田 幸希

不動 裕理

飯島　茜

福嶋 晃子

Shinobu Moromizato

Aki Takamura

Saiki Fujita

Yuri Fudoh Akiko Fukushima

1997年優勝

2011年優勝2013年優勝2011年優勝2014年優勝

Ai Suzuki

マスターズGCSalesforce

15年獲得賞金：¥122,292,066（1位）
15年平均ストローク：70.2656（2位）
通算優勝回数：10回（15年2勝）
ロレックスランキング：26位

15年獲得賞金：¥31,129,523（16位）
15年平均ストローク：71.9452（17位）
通算優勝回数：1回
ロレックスランキング：67位

15年獲得賞金：¥20,238,523（31位）
15年平均ストローク：72.555（35位）
通算優勝回数：4回
ロレックスランキング：220位

1988年8月21日（韓国）1994年5月9日（徳島県）
LPGA入会：2013年8月2日（85期生）

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

イ　ボミ鈴木　愛 三塚 優子
Bo-Mee Lee Yuko Mitsuka

Defending Champion



   

   

   

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

P
layer’s P

rofile ／
 選
手
紹
介

23

▶
▶
▶
▶

Sun-Ju Ahn

モスフードサービス

オンワードホールディングス

GOLF5

太陽生命

国際スポーツ振興協会

NEC

スリーボンドホールディングス

大和ハウス工業

かんぽ生命

15年獲得賞金：¥40,158,833（12位）
15年平均ストローク：70.525（3位）
通算優勝回数：19回（15年1勝）
ロレックスランキング：28位

15年獲得賞金：¥41,690,900（9位）
15年平均ストローク：71.4688（9位）
通算優勝回数：7回（15年2勝）
ロレックスランキング：60位

15年獲得賞金：¥15,152,533（39位）
15年平均ストローク：72.278（24位）
通算優勝回数：2回
ロレックスランキング：110位

15年獲得賞金：¥84,848,200（2位）
15年平均ストローク：70.0027（1位）
通算優勝回数：7回（15年3勝）
ロレックスランキング：25位

15年獲得賞金：¥25,801,666（21位）
15年平均ストローク：72.0621（20位）
通算優勝回数：2回
ロレックスランキング：93位

15年獲得賞金：¥40,559,000（11位）
15年平均ストローク：71.5638（12位）
通算優勝回数：2回（15年1勝）
ロレックスランキング：74位

15年獲得賞金：¥64,983,000（3位）
15年平均ストローク：70.6741（4位）
通算優勝回数：10回（15年2勝）
ロレックスランキング：35位

15年獲得賞金：¥35,503,764（14位）
15年平均ストローク：71.2838（7位）
通算優勝回数：16回（15年1勝）
ロレックスランキング：46位

15年獲得賞金：¥59,082,666（5位）
15年平均ストローク：70.7882（5位）
通算優勝回数：10回
ロレックスランキング：50位

1987年8月31日（韓国）
LPGA入会：2011年1月1日（83期生）

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

1988年7月6日（韓国）
LPGA入会：2013年1月1日（85期生）

1987年10月13日（台湾）

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

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

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

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

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

アン ソンジュ

成田美寿々

イ　ナリ

テレサ・ルー

酒井 美紀

原 江里菜

申　ジエ

大山 志保

上田 桃子

Misuzu Narita

Na-Ri Lee

Teresa Lu

Miki Sakai

Erina Hara

Ji-Yai Shin

Shiho Oyama

Momoko Ueda

※2014年年間獲得賞金ランキング順
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Ji-Hee Lee

ユピテル

リコー

サマンサタバサ

GOLF5

MIYATA SPACE AND CRAFT

SBJ銀行

京セラドキュメントソリューションズ

15年獲得賞金：¥46,092,589（8位）
15年平均ストローク：71.8212（16位）
通算優勝回数：2回（15年1勝）
ロレックスランキング：81位

15年獲得賞金：¥28,447,000（19位）
15年平均ストローク：72.6892（41位）
通算優勝回数：7回
ロレックスランキング：97位

15年獲得賞金：¥7,173,333（67位）
15年平均ストローク：73.2825（57位）
通算優勝回数：0回
ロレックスランキング：130位

15年獲得賞金：¥23,484,057（23位）
15年平均ストローク：72.4938（30位）
通算優勝回数：0回
ロレックスランキング：128位

15年獲得賞金：¥13,525,600（40位）
15年平均ストローク：72.55（30位）
通算優勝回数：2回
ロレックスランキング：152位

15年獲得賞金：¥31,581,666（15位）
15年平均ストローク：72.1129（21位）
通算優勝回数：5回（15年1勝）
ロレックスランキング：106位

15年獲得賞金：¥7,292,000（66位）
15年平均ストローク：73.4208（61位）
通算優勝回数：1回
ロレックスランキング：195位

15年獲得賞金：¥40,994,249（10位）
15年平均ストローク：71.4693（10位）
通算優勝回数：3回（15年1勝）
ロレックスランキング：98位

15年獲得賞金：¥48,884,066（6位）
15年平均ストローク：71.6446（13位）
通算優勝回数：18回（15年1勝）
ロレックスランキング：68位

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

1990年1月8日（京都府）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

1992年4月17日（鹿児島県）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）

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

1984年2月4日（タイ）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）

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

1986年4月25日（韓国）
LPGA入会：2014年1月1日（86期生）

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

1979年2月12日（韓国）
LPGA入会：2000年9月1日（72期生）

渡邉 彩香

森田理香子

香妻 琴乃

穴井　詩

O.サタヤ

吉田弓美子

リ エスド

笠 りつ子

李　知姫

Ayaka Watanabe

Rikako Morita

Kotono Kozuma

Lala Anai

O Sattaya

Yumiko Yoshida

Esther Lee

Ritsuko Ryu
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Yuki Ichinose

中部衛生検査センター

CJ Corp

富士通

オンワードホールディングス

えん

眞露

アルパイン

15年獲得賞金：¥18,611,000（33位）
15年平均ストローク：72.6624（39位）
通算優勝回数：3回
ロレックスランキング：155位

15年獲得賞金：¥8,998,000（57位）
15年平均ストローク：72.9608（51位）
通算優勝回数：1回
ロレックスランキング：189位

15年獲得賞金：¥29,955,116（18位）
15年平均ストローク：71.9845（18位）
通算優勝回数：1回
ロレックスランキング：144位

15年獲得賞金：¥60,885,333（4位）
15年平均ストローク：71.03（6位）
通算優勝回数：1回（15年1勝）
ロレックスランキング：72位

15年獲得賞金：¥10,144,000（54位）
15年平均ストローク：72.7507（46位）
通算優勝回数：0回
ロレックスランキング：219位

15年獲得賞金：¥13,164,666（44位）
15年平均ストローク：72.6（36位）
通算優勝回数：1回
ロレックスランキング：191位

15年獲得賞金：¥25,195,169（22位）
15年平均ストローク：71.7593（15位）
通算優勝回数：22回
ロレックスランキング：133位

15年獲得賞金：¥20,651,999（30位）
15年平均ストローク：72.4339（29位）
通算優勝回数：1回
ロレックスランキング：201位

15年獲得賞金：¥17,185,000（34位）
15年平均ストローク：72.5095（32位）
通算優勝回数：3回
ロレックスランキング：138位

1974年2月2日（広島県）
LPGA入会：1996年9月1日（68期生）

1992年1月5日（韓国）

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

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

1992年6月15日（福岡県）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）

1992年12月15日（台湾）

1982年11月1日（韓国）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

1990年4月5日（山形県）
LPGA入会：2009年8月1日（81期生）

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

表　純子

ジョン ヨンジュ

藤本 麻子

菊地絵理香

福田 真未

フェービー・ヤオ

全　美貞

大江 香織

一ノ瀬優希

Junko Omote

Yeon-Ju Jung

Asako Fujimoto

Erika Kikuchi

Mami Fukuda

Phoebe Yao

Mi-Jeong Jeon

Kaori Ohe
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Rumi Yoshiba

LIXIL

レオパレスリゾートグアム

伊藤園

ミュゼプラチナム

ゼンリン

富士住建

15年獲得賞金：¥21,795,000（28位）
15年平均ストローク：73.7051（69位）
通算優勝回数：5回（15年1勝）
ロレックスランキング：173位

15年獲得賞金：¥10,746,428（53位）
15年平均ストローク：73.382（58位）
通算優勝回数：6回
ロレックスランキング：252位

15年獲得賞金：¥36,736,266（13位）
15年平均ストローク：72.2778（23位）
通算優勝回数：1回（15年1勝）
ロレックスランキング：108位

15年獲得賞金：¥26,254,636（20位）
15年平均ストローク：72.7138（44位）
通算優勝回数：2回（15年1勝）
ロレックスランキング：122位

15年獲得賞金：¥11,766,428（50位）
15年平均ストローク：72.8211（48位）
通算優勝回数：2回
ロレックスランキング：226位

15年獲得賞金：¥11,100,500（52位）
15年平均ストローク：72.7101（43位）
通算優勝回数：3回
ロレックスランキング：233位

15年獲得賞金：¥23,221,733（24位）
15年平均ストローク：71.56（11位）
通算優勝回数：1回
ロレックスランキング：136位

15年獲得賞金：¥15,739,036（37位）
15年平均ストローク：72.7011（42位）
通算優勝回数：1回
ロレックスランキング：209位

15年獲得賞金：¥15,615,250（38位）
15年平均ストローク：72.7848（47位）
通算優勝回数：0回
ロレックスランキング：167位

1988年3月3日（愛知県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

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

1994年9月26日（北海道）
LPGA入会：2013年8月2日（85期生）

1984年11月26日（徳島県）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

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

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

1976年3月15日（韓国）

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

1993年3月12日（東京都）
LPGA入会：2012年7月27日（84期生）

服部 真夕

北田 瑠衣

藤田 光里

前田 陽子

金　ナリ

馬場ゆかり

姜　秀衍

木戸　愛

葭葉 ルミ

Mayu Hattori

Rui Kitada

Hikari Fujita

Yoko Maeda

Na-Ri Kim

Yukari Baba

Soo-Yun Kang

Megumi Kido
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ジブラルタ生命保険 環境ステーション

ヤマハ

サマンサタバサ

15年獲得賞金：¥12,856,000（47位）
15年平均ストローク：72.6805（40位）
通算優勝回数：1回
ロレックスランキング：241位

15年獲得賞金：¥3,121,000（92位）
15年平均ストローク：74.4308（84位）
通算優勝回数：2回
ロレックスランキング：330位

15年獲得賞金：¥3,721,000（87位）
15年平均ストローク：73.638（67位）
通算優勝回数：0回
ロレックスランキング：337位

15年獲得賞金：¥30,500,866（17位）
15年平均ストローク：72.4105（28位）
通算優勝回数：1回（15年1勝）
ロレックスランキング：140位

15年獲得賞金：¥7,971,857（63位）
15年平均ストローク：72.9815（52位）
通算優勝回数：0回
ロレックスランキング：291位

15年獲得賞金：¥16,181,500（35位）
15年平均ストローク：72.3431（27位）
通算優勝回数：1回
ロレックスランキング：204位

15年獲得賞金：¥3,050,000（93位）
15年平均ストローク：74.2746（83位）
通算優勝回数：2回
ロレックスランキング：323位

15年獲得賞金：¥8,113,236（61位）
15年平均ストローク：73.0527（54位）
通算優勝回数：0回
ロレックスランキング：283位

1987年9月12日（韓国）

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

1985年9月17日（韓国）
LPGA入会：2011年1月1日（83期生）

1982年6月20日（神奈川県）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）

1983年5月31日（神奈川県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）

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

1992年7月6日（徳島県）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）

1989年1月12日（韓国）

ナ　ダエ

比嘉真美子

イ　ジウ

西山ゆかり

下川めぐみ

黄　アルム

堀 奈津佳

ジャン ウンビ

Da-Ye Na

Mamiko Higa

Ji-Woo Lee

Yukari Nishiyama

Megumi Shimokawa

Ah-Reum Hwang

Natsuka Hori

Eun-Bi Jang

（2015年8月24日現在）
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青木　瀬令奈
三和シヤッター工業

青木　元美

浅間　生江
トラスコ中山

東　浩子
加賀電子

穴井　詩
ＧＯＬＦ５

天沼　知恵子

新崎　弥生
ミズノ

アン　ソンジュ
モスフードサービス

イ　ジウ

イ　ジミン

李　知姫

イ　ナリ
ＧＯＬＦ５

イ　ボミ
マスターズＧＣ

飯島　茜

井芹　美保子

一ノ瀬　優希

ウェイ　ユンジェ

上田　桃子
かんぽ生命

上野　藍子
ユニテックス

上原　美希

江澤　亜弥
大東建託

Ｏ．サタヤ
MIYATA SPACE AND CRAFT

大江　香織
アルパイン

大城　さつき

大竹　エイカ

大谷　奈千代
ネスレ日本

大津　くるみ

大西　葵
加賀電子

大山　志保
大和ハウス工業

岡村　咲
スターツ

落合　めぐみ

表　純子
中部衛生検査センター

加賀其　真美
ハローバンク

柏原　明日架
ＵＭＫテレビ宮崎

金井　智子

金田　久美子
スタンレー電気

川満　陽香理
ＧＯＬＦ５

姜　秀衍

カン　ヨウジン

菊地　明砂美

菊地　絵理香
オンワードホールディングス

鬼澤　信子

北田　瑠衣

北村　響

木戸　愛
ゼンリン

鬼頭　桜

金　ナリ

キム　ハヌル
ＨＩＴＥ　ＪＩＮＲＯ

工藤　遥加
ナック

香妻　琴乃
サマンサタバサ

後藤　恵
きみさらずゴルフリンクス

小橋　絵利子
ＥＬＥＣＯＭ

権藤　可恋

斉藤　愛璃
程ヶ谷ＣＣ

斉藤　裕子

佐伯　珠音

酒井　美紀
国際スポーツ振興協会

坂下　莉彗子
扶和メタル

佐々木　慶子
スズキトラスト

佐藤　のぞみ
千趣会

佐藤　靖子

Ｊ．スピーチリー

下川　めぐみ
環境ステーション

ジャン　ウンビ

ジョン　ジェウン
ＢＣカード

全　美貞
眞露

丁　允珠
タツミコーポレーション

ジョン　ヨンジュ
ＣＪ　Ｃｏｒｐ

申　ジエ
スリーボンドホールディングス

新里　菜苗
茨木ＣＣ

鈴木　愛
Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ

高村　亜紀
テリンク

武尾　咲希
ＧＯＬＦ５

田中　美弥子

種子田　香夏

テレサ・ルー
太陽生命

土肥　功留美
飯田通商

ナ　ダエ

永井　奈都
新大阪ＧＣ

仲宗根　澄香

永田　あおい
チュウブ

永峰　咲希
ＵＭＫテレビ宮崎

中村　香織

中山　三奈

成田　美寿々
オンワードホールディングス

西木　裕紀子
須磨産業

西山　ゆかり

新田　彩乃

橋本　香菜
美奈木ＧＣ

服部　真夕
ＬＩＸＩＬ

馬場　ゆかり
ミュゼプラチナム

濱　美咲

原　江里菜
ＮＥＣ

Ｐ．チュティチャイ
ＳＩＮＧＨＡ

比嘉　真美子
ジブラルタ生命保険

黄　アルム
ヤマハ

フェービー・ヤオ

福嶋　晃子

福嶋　浩子

福田　真未
えん

福田　裕子
関西軽井沢ＧＣ

福山　恵梨
福岡雷山ＧＣ

藤崎　莉歩
太子ＣＣ

藤田　幸希
チェリーゴルフ

藤田　光里
レオパレスリゾート　グアム

藤本　麻子
富士通

不動　裕理

ペ　ヒキョン
ホバン建設

堀　琴音
東芝

堀　奈津佳
サマンサタバサ

前田　陽子
伊藤園

松森　彩夏
スターツ

三塚　優子

茂木　宏美
アース製薬

森岡　紋加
葛城ＧＣ

森田　理香子
リコー

諸見里　しのぶ
ダイキン工業

山口　春歌

大和　笑莉奈
エスブランド

山本　薫里

ヤング・キム

横山　倫子
横浜ＣＣ

吉田　弓美子

吉野　茜
スタジオアリス

葭葉　ルミ
富士住建

リ　エスド
ＳＢＪ銀行

リ　ジャユン
中国ゴルフ協会

笠　りつ子
京セラドキュメントソリューションズ

若林　舞衣子
ヨネックス

渡邉　彩香
ユピテル
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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

2014.9.11-14 美奈木 GC（兵庫）6,645Y・72 鈴木　愛 140,000,000
25,200,000 70・67・75・71＝283（-5） 1 イ　ナリ、穴井　詩

成田美寿々、申　ジエ 132

1968~2014

P.O.：プレーオフ
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コニカミノルタ
チャリティフォトサービス
▶9月12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。

第48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：配布終了後、15分後にギャラリープラザ内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 6：30を予定

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。
（各日ギャラリーゲートオープン～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10日（木）～13日（日）

ツゲーム

コニカ
ミノルタ
コーナー

皆さまのご参加をお待ちしております! !
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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！

大会オリジナルグッズ販売
▶9月10日（木）～13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。

チャリティフォトオークション
▶9月10日（木）～13日（日）

LPGAジュニアゴルフクリニック
▶９月12日（土）　※事前登録制

小学生ゴルフ観戦＆
ボランティア体験
▶９月13日（日）　※事前登録制

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。

に

ゴルフを
通しての
社会貢献

ハンドタオル
各¥1,000

フェイスタオル
各¥1,600

キャップ
各¥2,500

ボックスマーカ（マーカのみ）
¥900

ストライプマーカ（マーカのみ）
¥900

チェックマーカ
各セット¥1,500

ストライプマーカ
各セット¥1,900

■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。

その他
ギャラリー
サービス



Hole Guide
パ サ ー ジ ュ 琴 海 ア イ ラ ン ド ゴ ル フ ク ラ ブ

戦略性と開放感。
3つの海越えホールを含む本格的なリンクスコース。

難関のグリーンを制した者が勝利を掴む。

ホール解説 / 岡本綾子（コースセッティング担当）

TOTAL 6,735 yards　par 72
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ロングヒッターは2オンもできるが右の林に注
意。18ホール中でこのホールだけが砲台グ
リーンになっているので3打目の正確な距離を
必要とする。

Par 5   490yardsHole. 1

グリーンを狙うショットでは正確な方向性とキャ
リーボールが必要。北風の時は最も厳しい
ホールになるだろう。

Par 4   390yardsHole. 3

ティーショットが左右のバンカーに入らないよう
注意が必要。グリーンまわりが狭く、グリーンは
三段になっているので油断のできないホール。

Par 4   370yardsHole. 2

左右にOBがあり、実際よりも狭く感じる。より
正確なショットが必要となる。

Par 4   420yardsHole. 4

Hole Guide
No.1– No.9

3,270 yards　par 36
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右のバンカーに入れると、下りのアプローチに
なる事が多いのでパーをとるのはかなり難しく
なる。グリーンも傾斜の強いラインが多いので、
デリケートなタッチが必要。

Par 3   190yardsHole. 5

セカンド地点からはやや打ち下し、左下りのラ
インが多いので注意が必要。グリーンの右半
分は右への傾斜が強い。

Par 4   380yardsHole. 7

ティーグラウンド右先に池があるが、大きなミス
をしないかぎり200ヤードで越えることはできる。
ただしグリーン右奥のOBは近いので注意。

Par 4   335yardsHole. 6

風向きの最も分かりにくいホール。グリーンに
乗ればバーディーチャンスになるかも？

Par 3   155yardsHole. 8

グリーン手前には大きな池のあるPar5。飛ばすプロには2オンの
チャンスホールになる。また、3打目勝負の場合は正確な距離が必要。

Par 5   540yardsHole. 9
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グリーンの手前が少し低くなっているので、実
際の距離よりも短く感じる。大きなグリーンにい
くつものコブがあり、強引に狙わずに確実に2
パットでいきたい。

Par 4   430yardsHole. 10

ティーグラウンドからは約10メートルの打ち下
しになる。島にあるグリーンに向かって打つ感
じで、風の向きがわかりにくい。グリーン中央に
大きなコブがあるので、どこにでもオンすれば良
いわけではなく、正確なショットが必要。

Par 3   175yardsHole. 12

やや左にドッグレッグ。セカンドショット打ち下し。
グリーンは全体的にうけているので、グリーン
奥にはつけたくない。

Par 4   410yardsHole. 11

ティーグラウンドからグリーンまでダラダラと登
りが続くので、思った以上に距離のあるPar5。
左サイドがOBなので飛距離が欲しいところだ
が正確なショットが要求される。

Par 5   550yardsHole. 13

Hole Guide
No.10 – No.18

3,465 yards　par 36
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グリーンまわりがせまくなっていて、距離は短い。
グリーン周りも難しい。

Par 4   400yardsHole. 14

バンカーの右はガケ。グリーンの右手前と奥に
2つのバンカー。右奥のバンカーは深いので
入れたくない。正確なショットが必要。

Par 4   395yardsHole. 16

フェアウェイも広く、2打目からはやや打ち下し
なのでパーを取りたいPar5。ティーグラウンド
の前には池がある。

Par 5   520yardsHole. 15

横に広く、グリーン奥には2つのバンカーがある。
グリーン奥に杉林があり、特にアゲンストの時は
風向きがわかりにくい。グリーンは大きく波うねっ
ているので、奥からのパッティングはとても速い。

Par 3   165yardsHole. 17

グリーン手前60ヤード位に水路が横切っている。
水路を越すか、手前に止めるか正確な判断が必要。

Par 4   420yardsHole. 18
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長崎市は、国際色豊かな観光資源が多数存在し、坂の多い街並みなど、日本国内の他都市とは違った景観を保持しており、
歴史のまち、ロマン漂うまちとして多くの方々に親しまれる国際観光都市です。

開催地紹介長崎市長崎県

日本の近代化に貢献したスコットランド出身のトーマス・B・グラバーの
邸宅。国指定の重要文化財であり、日本における初期の洋風建築と
欧米人居住者の生活と業績を伝えるかけがえのない遺産です。

旧グラバー
住宅
長崎市南山手町8-1

☎095-822-8223
　（年中無休）

小さな海底炭坑の島は、岸壁が島全体を囲い、高層鉄筋コンクリート
が立ち並ぶその外観が軍艦「土佐」に似ているところから「軍艦島」
と呼ばれるようになりました。1974年に閉山し、現在は無人島です。

端島炭坑
（通称：軍艦島）
長崎市高島町端島

☎095-829-1314
　（長崎市観光推進課）

長崎港の中央にそびえる、日本に初めて設置された三菱長崎造船所
の電動クレーン。150ｔの吊上能力を持ち、電動モーターで駆動するも
のです。空爆や原爆の被害を免れ、現在も大型製品を出荷する際に
活躍する現役の施設です。対岸のグラバー園からはその勇壮な姿を
見ることができます。

ジャイアント・
カンチレバーク
レーン
長崎市飽の浦町

　（非公開施設）

世界遺産

平成27年７月５日、わが国から推薦していた「明
治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭
産業」が、ドイツのボンで開催された「第39回 
世界遺産委員会」において世界文化遺産に登録
されることが決定しました。

長崎の夜景は2012年10月５日に開催された「夜景サミット2012 in 長
崎」において、香港、モナコと共に「世界新三大夜景」に選ばれました。

夜景
長崎市稲佐町

☎095-861-6321
　（（財）長崎ロープウェイ）

日本三大中華街のひとつとなっています。あわせて約250メートルの
十字路で、東西南北全ての入り口に中華門が立ち、通りには中華料
理店等が軒を連ねています。

中華街
長崎市新地町

国指定史跡（出島和蘭商館跡）。鎖国時代の約200年間、日本で唯一西
洋に開かれていた貿易の窓口でした。19世紀、島内には49棟もの建物
があり、現在そのうちの25棟を復元させるための事業が進んでいます。

出島
長崎市出島町6-1

☎095-821-7200
　（年中無休）

日本初のアーチ式石橋。川面に映った影が双円を描き、「メガネ」に
見えることから、この名前がついたと言われ、『日本橋』『錦帯橋』と並
び日本三名橋に数えられます。

眼鏡橋
長崎市魚の町

観光



42

2015年新人プロ紹介

荒井　舞
宍戸ヒルズCC

安納 昭江

江原 詩織

大山 亜由美

岡山 絵里

木村 彩子

小宮 満莉花
ウッドフレンズ森林公園G

ささき しょうこ

篠原 真里亜

鈴木 麻綾
チェリーレイクCC

高木 萌衣

武尾 咲希
ゴルフ5

種子田 香夏

チェン イーウェン
林口GC

辻　梨恵
大和地所

仲宗根 澄香

新田 彩乃

野澤 真央

濱田 茉優
ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジGC

東　葵

宮﨑 乙実

森　美穂

山口 春歌

浅野 久実子

新垣 留美
西原グリーンセンター

成田 幸枝
知多CC

原田 沙織
ＴＭエステート

福田 桂子
福田ゴルフクリニック

吉原 千恵美
ロッテ皆吉台 CC

入会式にて記念撮影

総勢23名の女子プロゴルファーが誕生しました©Getty Images

当協会では年1回プロテストを実施しています。プロフェッショナルとしてゴルフに対する
充分な技術そして理解と知識、それ以上に立派な社会人として通用する人材を育成する
ため、第1次予選の段階からルール・マナーについても重点的に指導しています。

LPGA Report

2015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）

2015年最終プロテスト合格者一覧 （7月28日～7月31日 こだまゴルフクラブ）

今回４日間回ってオーバーパーを叩かなかったので自信
になりました。ツアーでも３日間の試合、４日間の試合が
ありますが、とにかく精一杯一試合一試合優勝目指して
頑張りたいと思います。

山口 春歌
1991年5月24日生まれ
出身地：沖縄県那覇市　所属：フリー

【１位合格者】
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ルーキーキャンプ
日本女子プロゴルフ協会ではその年に入会する会員を対象に毎年選手権大会の会場でルー
キーキャンプを実施しています。
ルーキーキャンプは、協会主催の新人教育の一環として、1996年からはじまりました。
プロフェッショナル会員、インターナショナルプロフェッショナル会員とティーチングプロ
フェッショナル会員が大会期間中、寝起きを共にし、トーナメントがいかに多くの人々に支え
られているのかを身を持って学びます。
ボランティアや大会関係者と共に、トーナメントの運営業務を経験し、その仕組みを深く理解
することで、これからの日本の女子プロゴルフ界を担うプロゴルファーとして、また一社会人
としての自覚を醸成させることを目的としています。

LPGA Report

小林会長と優勝者と最後に記念撮影

ギャラリー整理を担当

スタート前に説明を受けるスタート前に説明を受ける

スタンドで元気に業務中スタンドで元気に業務中

スコアボードの差し替え作業中スコアボードの差し替え作業中

選手に帯同してお静かに札を担当 安全対策をして業務に集中スコアボードを担当スコアボードを担当

コース内でも作業中コース内でも作業中

※写真は2014年大会の様子です。

小林会長と優勝者と最後に記念撮影

安全対策をして業務に集中
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Tournament Schedule 2015

2015年LPGAトーナメント｜開催日程と結果
LPGA TOUR
開催日 大会名 開催コース 賞金総額 優勝者

3/6～8 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 テレサ・ルー

3/13～15 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 李 知姫

3/20～22 Ｔポイントレディス ゴルフトーナメント  若木GC 7,000 飯島 茜

3/27～29 アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI  UMKCC 8,000 笠 りつ子

4/2～5 ヤマハレディースオープン葛城  葛城GC 山名C 1,000 渡邉 彩香

4/10～12 スタジオアリス女子オープン  花屋敷GC よかわC 6,000 成田 美寿々

4/17～19 KKT杯バンテリンレディスオープン  熊本空港CC 1,000 菊地 絵理香

4/24～26 フジサンケイレディスクラシック  川奈ホテルGC 富C 8,000 藤田 光里

5/1～3 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 申 ジエ

5/7～10 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 東C 12,000 チョン インジ

5/15～17 ほけんの窓口レディース  福岡CC 和白C 12,000 イ ボミ

5/22～24 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 吉田 弓美子

5/29～31 リゾートトラスト レディス  メイプルポイントGC 8,000 テレサ・ルー

6/5～7 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 大山 志保

6/11～14 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 成田 美寿々

6/19～21 ニチレイレディス  袖ヶ浦CC 新袖C 8,000 申 ジエ

6/25～28 アース・モンダミンカップ  カメリアヒルズCC 14,000 イ ボミ

7/17～19 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 前田 陽子

7/24～26 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 アン ソンジュ

7/31～8/2 大東建託・いい部屋ネットレディス  鳴沢GC 8,000 原 江里菜

8/7～9 ｍｅｉｊｉ カップ  札幌国際CC 島松C 9,000 西山 ゆかり

8/14～16 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント  軽井沢72G 北C 8,000 テレサ・ルー

8/21～23 CAT Ladies  大箱根CC 6,000 服部 真夕

8/28～30 ニトリレディスゴルフトーナメント  小樽CC 8,000 ※申 ジエ

9/4～6 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 ※大山 志保

9/10～13 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 ｠パサージュ琴海アイランドGC 14,000 ※鈴木 愛

9/18～20 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 ※申 ジエ

9/25～27 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 ※酒井 美紀

10/1～4 日本女子オープンゴルフ選手権競技  片山津GC 白山C 14,000 ※テレサ・ルー

10/9～11 スタンレーレディスゴルフトーナメント  東名CC 9,000 ※アン ソンジュ

10/16～18 富士通レディース  東急セブンハンドレッドC 西C 8,000 ※アン ソンジュ

10/22～25 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース  マスターズGC 14,000 ※大山 志保

10/30～11/1 樋口久子 Pontaレディス  武蔵丘GC 7,000 ※上田 桃子

11/6～8 LPGAジャパンクラシック  近鉄賢島CC 14,300 ※李 美香

11/13～15 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 10,000 ※前田 陽子

11/19～22 大王製紙エリエールレディスオープン  五浦庭園CC 10,000 ※横峯 さくら

11/26～29 LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ  宮崎CC 10,000 ※テレサ・ルー

※は2014年優勝者 （2015年8月24日現在）
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（2015年8月24日現在）
ⓒGetty Images

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。

LPGA Report

8/19～21
GC金沢リンクス
優勝  下條 江理子

7/23～25
小杉CC

優勝  白戸 由香

9/3～4
泉国際GC

’14 優勝  河野 はるみ

5/27～28
リージャスクレストGCグランドC
優勝  中村 香織

7/9～10
片山津GC加賀C
優勝  P．チュティチャイ

8/27～28
大山平原GC
’14 優勝  北村 響

9/30～10/1
臼杵CC

’14 優勝  槇谷 香

6/18～20
上田丸子グランヴィリオGC
優勝  マリア・イイダ

7/29～30
富士OGMGC市原C
優勝  金田 愛子

9/19～20
東児が丘マリンヒルズGC
’14 優勝  山里 愛

10/17～18
満濃ヒルズCC

’14 優勝  西木 裕紀子

4/14～15
福岡CC和白C
優勝  ＠新垣 比菜

7/1～2
ABCGC

優勝  大竹 エイカ

8/6～7
武雄GC

優勝  中村 香織

9/24～25
芸南CC

’14 優勝  香妻 琴乃

10/21～22
城陽CC

’14 優勝  堀 琴音

5/21～22
八尾CC

優勝  小竹 莉乃

LPGAステップ・アップ・ツアー

LPGAレジェンズツアー
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今シーズンも後半に向けてますます熱気を増す
2015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

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

ゴルフビジネス賞

メディア賞『ベストショット』部門

メディア賞『ベストコメント』部門

特別賞

賞金ランキング第1位

平均ストローク第1位

ティーチャー・オブ・ザ・イヤー

新人賞

敢闘賞

アン ソンジュ
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。

後藤 裕美子
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。

渡邉 彩香
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。

勝 みなみ
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。

樋口 久子
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。

アン ソンジュ
年間獲得賞金額が第１位の者。

アン ソンジュ
年間平均ストロークが第１位の者。

戸軽 明美
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。

鈴木 愛
2014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、
2015年シード権を取得した者。
 （１）2013年及び2014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。

テレサ・ルー
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。

メルセデス・ランキング 第1位　獲得ポイント 549.5ポイント

『LPGA放課後クラブ』の立ち上げに携わり、自らが第1号として2010年4月
に同クラブを開校。数多くのジュニアゴルファーを育成し、新たなスクール
モデルを確立した功績に対して。

「アクサレディスゴルフトーナメントin MIYAZAKI」最終日18番ホールのチッ
プインイーグル

「LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」最終日終了時の今年1年を
振り返った際のコメント　「自分の中で革命が起きた感じです」

女子ゴルフ界のパイオニアは、プレーヤー、リーダーとしても数々の実績を残し、 
第一人者として大きな影響を与えてきた。これらの実績や活動が評価され、 
ゴルフ界で初となる平成26年度の「文化功労者」に選出されたことに対して。

獲得賞金 ￥153,075,741

平均ストローク 70.1324

LPGAティーチングプロフェッショナルの礎を築くと共に、LPGAの講師と
して指導者の育成・教育に多大なる貢献をした功績に対して。

2013年にプロテスト合格。プロ2年目の2014年シーズン序盤のステップ・
アップ・ツアー優勝をきっかけにLPGAツアーへの出場機会を増やし、公式
戦1勝、トップ10フィニッシュ6回、賞金ランキング13位の活躍に対して。

LPGAツアー5年ぶり11人目となる同一年度公式戦2勝を含むツアー3勝、
トップ10フィニッシュ12回、賞金ランキング2位、メルセデス・ランキング
5位などの顕著な活躍に対して。

2014 メルセデス・ランキング

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 549.5pt 466.5pt 83.0pt 5 ¥153,075,741
2 イ　　ボミ 491.0pt 391.0pt 100.0pt 3 ¥119,783,686
3 原　江里菜 467.0pt 362.0pt 105.0pt 0 ¥ 76,549,619
4 成田美寿々 457.0pt 364.0pt 93.0pt 3 ¥ 98,946,893
5 テレサ・ルー 442.0pt 362.0pt 80.0pt 3 ¥123,172,186
6 イ　　ナリ 427.5pt 321.5pt 106.0pt 0 ¥ 78,650,018
7 酒井　美紀 417.0pt 299.0pt 118.0pt 2 ¥ 92,545,086
8 大山　志保 413.0pt 327.0pt 86.0pt 2 ¥ 88,291,648
9 申　　ジエ 411.5pt 333.5pt 78.0pt 4 ¥104,148,525
10 渡邉　彩香 406.0pt 296.0pt 110.0pt 1 ¥ 72,367,610

2014年度受賞者紹介

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。

LPGA Report

LPGAアワード

G f 選出方法
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小学生以下の子どもたちを対象に、ゴルフというスポーツを
気楽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。

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。

LPGAジュニア育成基金

LPGAキッズゴルフデー

●コニカミノルタPRESENTS
　LPGAサマーキッズデー in FUKUOKA
 7月31日（金）　八女上陽ゴルフ倶楽部

●コニカミノルタPRESENTS
　LPGAサマーキッズデー in HOKKAIDO
 8月10日（月）　登別カントリー倶楽部

●RICOH PRESENTS
　LPGAキッズゴルフデー in MIYAZAKI
 11月14日（土）　宮崎カントリークラブ

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。

ジュニアトーナメント

LPGA Report

LPGAが取り組む普及活動

ご寄付振込先

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



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）

9月15日（火） 愛知県大府市 大府グリーンゴルフ

10月6日（火） 静岡県三島市 三島ジャンボゴルフセンター

（2015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21日（日）に
福島県いわき市の「21世紀の森公園　わんぱく広場」で、いわき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、浜通り支配人会の呼びかけで集まった約50名がイベントに参加。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３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13名と理
事・スタッフが参加。また、浜通
り支配人会をはじめとしたボラ
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４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、福島県ゴルフ連盟に寄贈
させていただいたものです。

¥384,035 ,427
義援金総額

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。

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

福島県スナッグゴルフ教室

LPGA Report

LPGAチャリティ報告
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