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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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ごあいさつ
G r e e t i n g s

　第49回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯が、登別
カントリー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。
　ゴルフは、長い歴史と伝統を誇り、高い技術力と精神力から生み出さ
れる素晴らしいプレーが人 を々魅了し、感動を与え、今日、世界中で老若
男女を問わず多くの人々に親しまれています。
　そのような中、本年のリオデジャネイロ大会から、実に11 2年ぶりに
ゴルフがオリンピックの正式競技として復活したことは、ゴルフの今後の
更なる普及・発展に向けて、大変意義深く誠に喜ばしいことです。
　本大会は、日本女子プロゴルフ界最高峰の大会であり、これまでも
トッププレーヤーが最高の名誉をかけてしのぎを削り、白熱した試合が
展開されてきました。特に近年は、女子プロゴルフ界における世界の
大舞台で堂 と々活躍する若い選手の台頭が著しく、そのような選手の
姿に国民の期待、関心が高まっています。選手の皆さんは、是非一人
一人ベストを尽くし、頂点を目指していただくとともに、さらにその先、
オリンピックをはじめ世界の舞台でも活躍する選手として一層飛躍され
ることを祈念いたします。
　さて、文部科学省では、昨年10月にスポーツ庁を設置し、国際競技力の 
向上はもとより、スポーツを通じた健康増進、地域や経済の活性化、
国際貢献などスポーツ行政を総合的・一体的に推進する体制を強化
しました。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会まで、４年と
なりました。我が国では円滑な大会開催のための準備やオリンピック・
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年東京大会が歴史に残る成功を収められるよう、
皆様の御支援・御協力を頂きながら、引き続き全力で取り組んで参り
ます。
　結びに、本大会の開催に当たりご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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大会会長
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 会長

　このたびは、『第49回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノ
ルタ杯』にご来場くださいまして、誠にありがとうございます。
　また、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。
　弊協会は今年創立4 9年目を迎え、その歴史とともに歩んでまい
りました。その中でも本大会は、LPGAツアー最古のメジャー大会
です。また選手権大会は、毎年大会会場を変え、ゴルフの普及と
拡大に努めております。
　本年度の舞台は、北海道の登別カントリー倶楽部です。北海道で
の開催は、2 0 0 6年（優勝：宮里藍）、2 0 1 3年（優勝：イボミ）に
続き、3回目となります。
　北の大地特有の粘る洋芝に対して、出場選手にはさらなる技が
求められます。今季の LPGAツアーは、若手からベテランまで 
幅広い世代が優勝を挙げ、群雄割拠の状態です。個性に富んだ
各ホールを攻略して、４日間その実力を発揮するのはどの選手なのか、
大いに楽しみです。“女子プロゴルファー日本一”を決める、歴史と
伝統が詰まった本大会での白熱した戦いにご期待ください。
　本大会では、新人プロ教育の一環として、7月末のプロテスト合格
者とティーチングプロフェッショナル会員が大会運営スタッフとして
ボランティア活動をしております。トーナメントの裏方を体験することに
よって、その仕組みが分かり、支えていただいているゴルフファンの
皆様や関係者への有難さを体験しています。
　またLPGAでは、トーナメント開催を通じて東日本大震災並びに
熊本地震復興支援活動を行っております。
　最後になりましたが、地元登別市の皆様ならびに大会関係者の
皆様に厚く御礼申し上げます。
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ごあいさつ
G r e e t i n g s

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

　「第49回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」が、ここ
北海道登別市の「登別カントリー倶楽部」に於いて開催されますことを
心よりお慶び申し上げます。
　また、本日ご来場の皆さまには、深く御礼申し上げますとともに、幾多の
名勝負を生んできたこの大会を、どうぞ心ゆくまでご堪能いただければと
存じます。
　今回で49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。今年は東日本大震災な
らびに熊本地震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。



55

大会名誉副会長
登別カントリー倶楽部 理事長

　はじめに、今年４月の熊本地震で被害に遭われた方々に謹んでお
見舞い申し上げます。１日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
　さて、本日は「第49回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ
杯」にご来場頂き、心より御礼申し上げます。本大会は、数多くある日本
女子プロゴルフトーナメントの中で、最古の歴史と伝統を誇るメジャーで
あり、その輝かしい１ページに当倶楽部の名を刻ませて頂きますことを、
誠に光栄に存じます。また、このような大会の開催により、北海道の観光
振興や地域の活性化に貢献できるものと期待しております。
　登別カントリー倶楽部は、3 0種類以上の原始林や大渓谷に囲ま
れた北海道ならではの雄大なコースで、車で10分程の距離には、日本
有数の温泉地である登別温泉があります。
　本大会開催に向け、コースの改修はもとより、コンペルームの増設や
クラブハウスの内外に至るまで大規模な改修を行って参りました。また、
ギャラリーの皆様により快適にトーナメント観戦を楽しんで頂くために、
全面芝生のギャラリープラザスペースを新設いたしました。
　昨今は、女性が中核を成し企業を牽引する時代です。プロゴルフ界
も女子プロの活躍は目覚ましく、毎年ニューフェイスが誕生し、ゴルフ
ファンを楽しませてくれます。今年はどのような４日間のドラマが繰り広げ
られるか楽しみです。
　開催に際しまして日本女子プロゴルフ協会、登別観光協会、登別
商工会議所をはじめ、ご協力を頂きました関係者の皆様に心より御礼
申し上げます。
　ご来場された皆様には、女子プロのプレーを存分にご堪能頂くと
ともに、コースで過ごされた時間を永く心にとどめて頂ければ幸いで
ございます。
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ごあいさつ
G r e e t i n g s

大会名誉副会長
朝日放送株式会社 代表取締役社長

　北海道の登別カントリー倶楽部において、日本女子プロゴルフ界での
最高の権威と伝統を誇る大会「第４９回日本女子プロゴルフ選手権大会
コニカミノルタ杯」が開催されることを心よりお慶び申し上げます。
　日本女子プロゴルフ協会が１９６７年に発足し始まったこの大会には、
歴代素晴らしい女子プロゴルファー達が女王として名を連ねています。
この大会の女王を目指し、メジャーの舞台が醸し出す緊張感の中で選手
たちがプレーするその経験は、必ず、世界の大舞台へも繋がって行くもの
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４２年目となりました。
　また、グループ会社であるＣＳ放送スカイAでは、新しいスターを生み
出す場でもあるＬＰＧＡステップ・アップ・ツアーを全試合中継しております。
日本女子プロゴルフ協会と共同開催したステップ・アップ・ツアーは３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」として開催し、レギュラーツアーを目指す女子プロゴルファーが
しのぎを削りました。
　今後とも、当社は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、多くの次世代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、登別カントリー倶楽部は、北海道らしい雄大な景観と共に、
女子ツアー最長距離、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。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、登別カントリー倶楽部、そしてボラン
ティアの皆様、関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。
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大会名誉会長 松野　博一 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

堰八　義博 登別カントリー倶楽部 理事長

脇阪　聰史 朝日放送株式会社 代表取締役社長

大会名誉顧問 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

池田　育嗣 住友ゴム工業株式会社 代表取締役社長

高橋　惣一 株式会社電通 スポーツ局長

高橋はるみ 北海道 知事

柴田　和德 登別リゾート開発株式会社 代表取締役会長

柴田　陽子 登別リゾート開発株式会社 代表取締役社長

柴田　大介 登別リゾート開発株式会社 専務取締役

樋口　久子 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 相談役

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

小笠原春一 登別市 市長

上田　俊朗 登別商工会議所 会頭

唐神　昌子 登別観光協会 会長

吉野　次郎 北海道ゴルフ連盟 会長

堀　　達也 公益財団法人北海道体育協会 会長

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

競技ディレクター兼競技委員長 森岡まゆみ 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

大会競技委員 井上奈都子 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

渡辺聖衣子 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

小澤　瑞穂 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

大 会 役 員
O f f i c i a l s
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大会名称 第49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 スポーツ庁、北海道、登別市、登別商工会議所、登別観光協会、北海道ゴルフ連盟、公益財団法人北海道体育協会、
朝日放送株式会社

特別協賛 コニカミノルタ株式会社

開催日 2016年9月8日（木）・9日（金） 予選ラウンド 10日（土）・11日（日） 決勝ラウンド　12日（月） 予備日

開催コース 登別カントリー倶楽部
〒059-0552 北海道登別市上登別町9-1　TEL：0143-88-1123

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、2006～2008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、2006～2008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 過去3年間のメルセデス・ランキング第1位の者
⑧ 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）
⑨ トーナメント特別保障制度、産休制度適用者
⑩ 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）
⑪ 同一年度公式競技4勝の者（10年間）
⑫ 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）
⑬ 同一年度公式競技3勝の者（7年間）
⑭ 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）
⑮ 同一年度公式競技2勝の者（5年間）
⑯ 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）
⑰ 「 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）

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
 特別承認者
 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
   （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11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 9日 （金） 25：34 ～ 26：30 VTR [朝日放送]
９月10日 （土） 16：00 ～ 17：25 VTR [全国ネット]
９月11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」
９月 8日 （木） 8：00 ～ 11：00 生放送 [予定]
  15：00 ～ 17：00 生放送 [予定]
９月 9日 （金） 8：00 ～ 11：00 生放送 [予定]
  15：00 ～ 17：00 生放送 [予定]
９月10日 （土） 8：00 ～ 13：00 生放送 [予定]
９月11日 （日） 8：00 ～ 13：00 生放送 [予定]

大会HPアドレス champ.lpga.or . jp

Tournament Facts
大会実施要項 
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※ 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］

 

  

 

¥140,000,000

¥25,200,000

賞金総額

優勝賞金

賞金配分表優勝副賞

特別賞

ホールインワン賞
200万円（No.15）
（大会期間中達成者全員）

提供：ミサワホーム株式会社

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）
提供：登別カントリー倶楽部

日本女子プロゴルフ選手権大会杯

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

提供：本田技研工業株式会社

※  Photo：HYBRID ABSOLUTE・Honda SENSING EX パッケージ
　ボディカラーはホワイトオーキッド・パール
　副賞車両のタイプ・ボディカラーは事前の告知なく変更になる場合がございます。

Purse & Prizes
賞金・賞杯・優勝副賞・特別賞



Intervi ew
Teresa Lu
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ディフェンディングチャンピオンとして　
日本女子プロゴルフ選手権に臨むテレサ・ルーは、

笑顔と切り替えを武器にツアー10勝を挙げている。
昨年大会では大詰めの17番で池につかまりながらも　
ボギーで切り抜け、最終18番でバーディー奪取。

２打差で３つ目の公式戦タイトルを手にしている。
その強さの秘密と、連覇にかける思いを探った。

13

テレサ・ルー
インタビュー

Defending Champion
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大詰めの17番、
池に入れてメンタルが成長

　昨年のラウンドを振り返ったテ
レサ・ルーは、17番パー３の池に入
れた事について笑いながら答えた。
「打った瞬間『あ～っ』と。でも面
白いじゃない」　この笑顔こそ、テ
レサ・ルーの強さの秘密だ。ドロッ
プして３打目に挑むときも「リベンジ
する感じ。もう１回チャンスがあ
ると思って」と、あくまでも前向き
だった。
　連覇を目指す大会を前に、改め
て思い出した17番は「その後、自
分を落ち着かせ、ボギーで切り抜
けることが出来て、メンタルが成長
したと思います」と自分をしっかり
と見つめている。

目標は毎日、楽しくゴルフを
すること

　ミスをしてもこれほど落ち着い
ていられる方法は「自分を許すこと。
ミスしても『大丈夫、次のショットは
頑張れる』と思うこと」。
　「目標は毎日、楽しくゴルフをする
こと」という座右の銘を持っている
テレサ・ルー。チャームポイントで
あるキュートな笑顔は、その賜物だ。
それは、賞金女王が狙える位置に
いる実力者になった今も変わらな
い。
　「気持ちの切り替えは得意では
ないです。今も勉強中です。怒らず、
楽しく回るように」と大会に向けて
口にしているが、緊張感の中でも
怒らず、楽しくプレーできるなら、
ミスを乗り越えるのも容易いはずだ。

実際、昨年もミスをボギーで切り抜
けた後、18番では、きれいに振り抜
いたティーショット、セカンドショッ
トと自分のリズムでプレーし、２オン。
２メートルのバーディーパットを沈
めて、危なげなく優勝を飾っている。

難コースへのチャレンジャー
として

　セッティングの難しい公式戦で
３勝しているだけに、大会直後に
「こういうコースが好きで１打１打
マネジメントするのが大好きです」
と話している。難しいセッティング
を攻略するポイントは「フェアウェ
イキープ、グリーンキープ。そこが
大事です。集中力と我慢力。たく
さんミスするから自分を落ち着か
せる事が大事」と、堅実さと集中力
を掲げている。

Defending Champion
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登別カントリー倶楽部
攻略法は

　今大会の舞台となる登別カント
リー倶楽部の下見をした感想は
「長いコースはセカンドショットで
距離が残ります。ロングアイアンと
かユーティリティでまっすぐ行く
ことが一番大事ですね。あと、グ
リーン周りのアプローチがカギに
なると思います。すぐボギーを打っ
ちゃうから。パーセーブ率を高くす
ること、それも大事だと思います」
と、ポイントを絞っている。
　長いクラブはあまり得意では
ないと言うが、その分、アプローチ
ショットのバリエーションを増やし、
練習を重ねることで乗り切ろうと
いう作戦だ。
　北海道の芝については「粘りが

強くてラフからだとなかなか球が
出ないです」と苦笑。「できるだ
けラフに入れないこと、フェアウェ
イキープが一番大事です。曲がっ
てラフに入ったらそこから難しい
ゲームが始まります」と、慎重を期
した。
　18番ホールについては「池もある
し、日曜日には多分、ピンポジション
も難しくなります。ティーショットが
大事ですね。フェアウェイをキープ
しないと、セカンドショットは狙えな
いし難しくなる」と、作戦を徹底する
ことを決めている。

連覇への意気込み

　「連覇はとっても難しいことですね。
勝つことばかり考えたら攻められな
くなるし、チャレンジャーのほうが
攻める気持ちが強くなります。バー

ディーはたくさん取りたいですから。
私の目標は自分のベストゴルフが
できるように、そこだけですね。連覇
の意識はあるけど、やっぱり自分の
ベストが一番大事です」と、あくま
でも自然体だ。

敗戦を糧に経験を自信に

　今年も開幕戦、ダイキンオーキッ
ドレディスを制して、通算10勝の
押しも押されぬ実力者に成長した。 
「自分のゴルフに自信が出てきた。
『私にもできる』と。勝てそうで勝て
なかったのもよい経験」と、胸を張る。 
公式戦の度に、優勝候補に名前が
上がるのはもはや当たり前となった
テレサ・ルーが、どの様に連覇へ
挑むのか。大会の大きな見どころ
でもある。
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Tournament Preview 
今大会のみどころ

収穫の秋。選手がより輝きを放つ季節だ。プロフェッショナルゴル
ファー・ナンバーワン決定戦が幕を開けた。今シーズンのLPGA
ツアーは20～40代まで、各世代のチャンピオンが誕生している。
それだけに、ここまでのツアーは例年にも増して、素晴らしい
戦いを展開中だ。LPGA会長・小林浩美が今大会をひとことで
表現した。『さぁ、誰が来る』。はっきりしているのは、勝者は1人̶
ということだけだ。

プロ限定・1番を目指す特別な4日間
『さぁ、誰が来る』

メルセデス・ランキング（※1）
順位 氏　名 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 イ ボミ 399.5pt 351.5pt 48.0pt 4 ¥121,721,332
2 笠 りつ子 346.0pt 280.0pt 66.0pt 1 ¥72,892,166
3 キム ハヌル 330.5pt 274.5pt 56.0pt 1 ¥79,661,332
4 菊地 絵理香 298.0pt 234.0pt 64.0pt 1 ¥51,532,951
5 申 ジエ 296.5pt 247.5pt 49.0pt 2 ¥78,487,000
6 吉田 弓美子 282.0pt 215.0pt 67.0pt 0 ¥45,227,219
7 渡邉 彩香 252.5pt 192.5pt 60.0pt 0 ¥52,588,732
8 鈴木 愛 247.5pt 191.5pt 56.0pt 1 ¥54,582,733
9 西山 ゆかり 234.0pt 165.0pt 69.0pt 0 ¥39,298,833
10 ペ ヒギョン 215.0pt 155.0pt 60.0pt 0 ¥38,957,333
11 原 江里菜 192.5pt 137.5pt 55.0pt 0 ¥27,981,854
12 全 美貞 180.5pt 122.5pt 58.0pt 1 ¥32,138,618
13 木戸 愛 179.0pt 115.0pt 64.0pt 0 ¥29,183,766
14 テレサ・ルー 178.0pt 135.0pt 43.0pt 1 ¥37,985,433
15 藤田 さいき 178.0pt 120.0pt 58.0pt 0 ¥17,418,720
16 アン ソンジュ 173.0pt 137.0pt 36.0pt 1 ¥38,180,454
17 松森 彩夏 164.0pt 101.0pt 63.0pt 0 ¥23,454,300
18 青木 瀬令奈 163.5pt 98.5pt 65.0pt 0 ¥23,160,349
19 上田 桃子 160.0pt 106.0pt 54.0pt 0 ¥24,353,000
20 森田 遥 159.0pt 92.0pt 67.0pt 0 ¥23,343,789

ロレックス ランキング（※2）
順位 氏　名 国 試合数 平均ポイント
1 Lydia Ko NZL 51 15.15
2 Ariya Jutanugarn THA 52 8.11
3 Brooke M. Henderson CAN 42 8.01
4 朴 仁妃 KOR 47 7.75
5 Lexi Thompson USA 48 7.71
6 Sei Young Kim KOR 56 6.67
7 Stacy Lewis USA 53 6.28
8 Amy Yang KOR 45 6.09
9 In Gee Chun KOR 57 5.98
10 Ha-Na Jang KOR 55 5.54
11 Anna Nordqvist SWE 53 5.15
12 So Yeon Ryu KOR 52 5.08
13 Sung Hyun Park KOR 58 4.87
14 Shanshan Feng CHN 57 4.71
15 イ ボミ KOR 62 4.59
16 Gerina Piller USA 50 4.43
17 Minjee Lee AUS 52 4.31
18 Suzann Pettersen NOR 48 3.83
19 Mi Rim Lee KOR 53 3.79
20 Brittany Lang USA 58 3.67

2016年 年間獲得賞金ランキング
順位 氏　名 金額 試合数
1 イ ボミ ¥121,721,332 15
2 キム ハヌル ¥79,661,332 17
3 申 ジエ ¥78,487,000 16
4 笠 りつ子 ¥72,892,166 21
5 鈴木 愛 ¥54,582,733 19
6 渡邉 彩香 ¥52,588,732 19
7 菊地 絵理香 ¥51,532,951 20
8 吉田 弓美子 ¥45,227,219 22
9 西山 ゆかり ¥39,298,833 22
10 ペ ヒギョン ¥38,957,333 20
11 アン ソンジュ ¥38,180,454 14
12 テレサ・ルー ¥37,985,433 13
13 李 知姫 ¥36,034,499 17
14 全 美貞 ¥32,138,618 20
15 姜 秀衍 ¥30,686,475 16
16 木戸 愛 ¥29,183,766 22
17 原 江里菜 ¥27,981,854 17
18 葭葉 ルミ ¥25,580,900 18
19 大江 香織 ¥25,099,000 20
20 上田 桃子 ¥24,353,000 18

※1  LPGA Mercedes-Benz Player of the Year 選出方法
　　 LPGAツアー競技での上位入賞成績と出場ラウンド数の2つの構成要素をポイントに換算し、これらの合計ポイントを LPGAツアーでの総合的な活躍度を評価する数値とします。

このポイントは、「メルセデス・ランキング」として、LPGA オフィシャルサイトにてトーナメント終了後に随時更新しています。
　　※公式戦での成績ポイントは 2倍にして加算する
　　※公式戦以外の 4日間競技での成績ポイントは1.5 倍にして加算する
※ 2  ロレックス ランキングは、女子ゴルフ初の総括的な世界ランキングシステム。主要な 8つの女子ツアーでの成績を対象に算出し、毎週月曜日に最新ランキングが発表される。

※8月22日現在



　オリンピックイヤーの2016年。 
選手が口にするトレンドがある。「１番
になりたい」。シーズン開幕当初、笠り
つ子が背筋を伸ばして堂々と宣言した。
「今年の目標は、１番になることです。
私にとって、１番はいろいろな意味が
ある。賞金女王も１番。トーナメント
で優勝することも１番です。でも、すべ
ての試合で勝つことは不可能でしょ
う。そんな時は、朝起きて、その日だけ
でも１番になろうと自分へ言い聞かせ
る。ベストスコアを出す。ギャラリーか
ら他の選手より、大きな声援をいただ
くことも、私にとっての１番には変わり
がありません」。
　今大会は国内の女子ツアー史上最
長の6,770ヤードで争われる。５番・
パー５は、今季の『サイバーエージェン
トレディスゴルフトーナメント』（５番）
を２ヤード更新する605ヤードに設定
された。これも１番である。今回もコー
スセッティングを担当した岡本綾子が、
独自の遊び心とイマジネーションの
粋を集結。プロ日本一を目指す選手へ
挑戦状を叩きつけた。テクニックばか
りではなく、コースマネジメント力が
問われる４日間。体力と知力の勝負も
見ものだ。
　ディフェンディングチャンピオン、テ
レサ・ルー。メジャーハンターの異名
があるように、公式戦になると無類の
強みを発揮するのは、いったいなぜな
のだろう。「脳をフル回転する。だから
公式戦のような難しいコースセッティ
ングが好きです。ゴルフはゲームだか
ら、それを完成するために全身全霊で
挑む。ミスもするけど、それがおもし
ろい」と話した。昨年の大会で忘れら
れないシーンがある。最終日パー３の
17 番。７番アイアンのティーショット
が池へ飛び込む大ピンチ。その直後に

披露した笑顔が強烈だ。「本当にひど
いショット。おもしろいぐらいで、は
ずかしいというより、自分に対して大
笑いしました」。笑う門には福が来る。
苦しい時に笑顔で気分を一新したこと
で、ボギーでしのいで勝利をグッと引
き寄せた。１番を目指すためには、タ
フな精神も必要不可欠だ。
　今季も快調なイボミは人生初という
８連戦に挑んでいる。今回は、その折
り返し地点の４戦目。振り返ってみれば、
絶対女王へ急加速したのは今回と同
じ2013年、北海道で開催された今大
会だった。荒天で最終日が中止になり、
比嘉真美子と６ホールに及ぶ死闘を
演じて、初のプロナンバーワンへ輝く。
「北海道が大好きです。だから、最後ま
で頑張れたと思う。食べ物がおいしい
からスタミナが切れなかった」と。とは
いえ、何がおいしかった？ との質問に、
「讃岐うどん、回転寿司」をあげたこと
はユニークな伝説となった。
　史上最長ということで、圧倒的な飛 
距離を誇る渡邉彩香に注目が集まる。 
ただ、今夏の米国遠征から、「上には上
がいることを思い知りました。以前ほど、
飛距離に対する意識はありません」
と明かしている。だが、目下のこだわ
りは、「バーディー数が１番であり続
けたい、ということです。私は洋芝が
好き。今年は少しだけ苦手と思ってい
たアプローチにも不安がなくなったし、
公式戦で優勝することが、これからの
シーズンで最大の目標。実現したい」。
ニトリレディスゴルフトーナメント後、 
当コースを訪れ、入念にチェックを
行った。静かな闘志を燃やしながらＸ
デーを待っている。
　全38戦で構成されるLPGAツアー。 
公式戦優勝を大半の選手がターゲッ
トに掲げる。その中で、明確に「私は
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Tournament Preview 
今大会のみどころ



日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯を 
勝ちたい。それが、１番の目標です」と開幕当初
から、略称ではなく、大会正式名称で語ってい
たのは吉田弓美子だ。「プロフェッショナルだけが
出場できる試合。プロの中のプロの１番を決める、
年に１度のトーナメントです。去年も勝つチャンスは
あった。でも、自滅という形で、自分から手を放した
ような感じがします。それから、ショットメーカーで
あるという存在を、自分自身で再確認したい」。
　出場132選手には、それぞれの１番がある。なる
ほど、大会実行委員長・原田香里が力説する、「す
べてが見どころ」という意味が、そこに込められて
いた。
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Teresa Lu

Ritsuko 
     Ryu

Ayaka 
   Watanabe

Yumiko 
  Yoshida

Bo-Mee Lee
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Defending Champion
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平均ストローク 69.6484 （1位）
パーオン率 74.6528 （1位）
平均パット数 1.7659 （3位）

パーセーブ率 93.2870 （1位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 3.6042 （3位）

平均ストローク 71.0724 （7位）
パーオン率 66.1706 （21位）
平均パット数 1.7519 （1位）

パーセーブ率 85.9127 （12位）
イーグル数 3 （4位）

平均バーディー数 3.5536 （4位）

平均ストローク 71.2326 （10位）
パーオン率 71.1886 （2位）
平均パット数 1.8142 （25位）

パーセーブ率 86.5633 （9位）
イーグル数 3 （4位）

平均バーディー数 3.2326 （9位）

選手紹介

イ　ボミ鈴木　愛
Bo-Mee LeeAi Suzuki

所属：延田グループ
生年月日（出身）：1988年8月21日（韓国）

所属：セールスフォース
生年月日（出身）：1994年5月9日（徳島県）
LPGA入会：2013年8月2日（85期生）

16年獲得賞金：¥121,721,332（1位）
メルセデス・ランキング：1位

16年獲得賞金：¥54,582,733（5位）
メルセデス・ランキング：8位

通算優勝回数：19回（16年4勝）
ロレックス ランキング：15位

通算優勝回数：2回（16年1勝）
ロレックス ランキング：66位

所属：太陽生命
生年月日（出身）：1987年10月13日（台湾）

通算優勝回数：10回（16年1勝）
ロレックス ランキング：28位

16年獲得賞金：¥37,985,433（12位）
メルセデス・ランキング：14位

テレサ・ルー
Teresa Lu
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選手紹
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1997 Champion

2007 Champion2009 Champion

2010 Champion2012 Champion

※8月22日現在

平均ストローク 71.9308 （17位）
パーオン率 69.0613 （9位）
平均パット数 1.8292 （36位）

パーセーブ率 85.9195 （11位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 2.8276 （32位）

平均ストローク 72.7209 （48位）
パーオン率 62.7572 （49位）
平均パット数 1.8602 （73位）

パーセーブ率 81.6872 （57位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 2.6852 （41位）
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有村 智恵 藤田さいき

飯島　茜

福嶋 晃子

諸見里しのぶ

Chie Arimura Saiki Fujita

Akane Iijima

Akiko Fukushima

Shinobu Moromizato

所属：日本HP
生年月日（出身）：1987年11月22日（熊本県）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

所属：チェリーゴルフ
生年月日（出身）：1985年11月22日（栃木県）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）

所属：サーフビバレッジ
生年月日（出身）：1983年7月11日（千葉県）
LPGA入会：2005年8月1日（77期生）

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

所属：ダイキン工業
生年月日（出身）：1986年7月16日（沖縄県）
LPGA入会：2005年8月1日（77期生）

16年獲得賞金：¥2,054,000（100位）
メルセデス・ランキング：124位

16年獲得賞金：¥17,418,720（40位）
メルセデス・ランキング：15位

16年獲得賞金：¥18,083,733（38位）
メルセデス・ランキング：43位

16年獲得賞金：¥1,459,142（109位）
メルセデス・ランキング：114位

16年獲得賞金：¥0（151位）
メルセデス・ランキング：170位

通算優勝回数：13回
ロレックス ランキング：335位

※規定ラウンド数に満たない為、
　掲載しておりません。

※規定ラウンド数に満たない為、
　掲載しておりません。

※規定ラウンド数に満たない為、
　掲載しておりません。

通算優勝回数：5回
ロレックス ランキング：201位

通算優勝回数：7回
ロレックス ランキング：153位

通算優勝回数：24回
ロレックス ランキング：507位

通算優勝回数：9回
ロレックス ランキング：511位

Player's Profile
選手紹介
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Player's Profile
選手紹介

申　ジエ

通算優勝回数：12回（16年2勝）
ロレックス ランキング：26位

Jiyai Shin
所属：スリーボンド
生年月日（出身）：1988年4月28日（韓国）
LPGA入会：2008年12月1日（80期生）
16年獲得賞金：¥78,487,000（3位）
メルセデス・ランキング：5位

通算優勝回数：20回（16年1勝）
ロレックス ランキング：55位

李　知姫
Ji-Hee Lee

生年月日（出身）：1979年2月12日（韓国）
LPGA入会：2000年9月1日（72期生）

16年獲得賞金：¥36,034,499（13位）
メルセデス・ランキング：25位

通算優勝回数：10回
ロレックス ランキング：81位

上田 桃子
Momoko Ueda
所属：かんぽ生命
生年月日（出身）：1986年6月15日（熊本県）
LPGA入会：2005年8月1日（77期生）
16年獲得賞金：¥24,353,000（20位）
メルセデス・ランキング：19位

通算優勝回数：21回（16年1勝）
ロレックス ランキング：35位

アン ソンジュ
Sun-Ju Ahn
所属：モスバーガー
生年月日（出身）：1987年8月31日（韓国）
LPGA入会：2011年1月1日（83期生）
16年獲得賞金：¥38,180,454（11位）
メルセデス・ランキング：16位

通算優勝回数：3回
ロレックス ランキング：49位

渡邉 彩香
Ayaka Watanabe
所属：大東建託
生年月日（出身）：1993年9月19日（静岡県）
LPGA入会：2012年7月27日（84期生）
16年獲得賞金：¥52,588,732（6位）
メルセデス・ランキング：7位

通算優勝回数：2回（16年1勝）
ロレックス ランキング：60位

菊地絵理香
Erika Kikuchi
所属：オンワードホールディングス
生年月日（出身）：1988年7月12日（北海道）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）
16年獲得賞金：¥51,532,951（7位）
メルセデス・ランキング：4位

平均ストローク 71.0638 （6位）
パーオン率 71.0938 （3位）
平均パット数 1.8068 （19位）

パーセーブ率 87.1528 （7位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 3.3281 （6位）

平均ストローク 71.3902 （11位）
パーオン率 67.0782 （18位）
平均パット数 1.8052 （18位）

パーセーブ率 87.0370 （8位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 3.0926 （17位）

平均ストローク 72.0800 （19位）
パーオン率 70.6667 （5位）
平均パット数 1.8569 （72位）

パーセーブ率 84.5555 （17位）
イーグル数 0 （--位）

平均バーディー数 2.7600 （34位）

平均ストローク 71.1651 （8位）
パーオン率 69.9074 （7位）
平均パット数 1.7722 （5位）

パーセーブ率 85.5555 （15位）
イーグル数 0 （--位）

平均バーディー数 3.7667 （1位）

平均ストローク 71.0278 （5位）

パーオン率 68.6728 （11位）

平均パット数 1.8086 （21位）

パーセーブ率 89.5062 （2位）

イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 2.8611 （30位）

平均ストローク 70.7143 （3位）
パーオン率 69.5011 （8位）
平均パット数 1.7602 （2位）

パーセーブ率 87.4150 （5位）
イーグル数 0 （--位）

平均バーディー数 3.7347 （2位）
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※8月22日現在

通算優勝回数：17回（16年1勝）
ロレックス ランキング：54位

大山 志保
Shiho Oyama
所属：大和ハウス工業
生年月日（出身）：1977年5月25日（宮崎県）
LPGA入会：2000年9月1日（72期生）
16年獲得賞金：¥20,421,854（31位）
メルセデス・ランキング：65位

通算優勝回数：2回
ロレックス ランキング：160位

酒井 美紀
Miki Sakai
所属：国際スポーツ振興協会
生年月日（出身）：1991年5月24日（福島県）
LPGA入会：2010年8月1日（82期生）
16年獲得賞金：¥10,716,428（57位）
メルセデス・ランキング：48位

通算優勝回数：2回
ロレックス ランキング：102位

原 江里菜
Erina Hara
所属：NEC
生年月日（出身）：1987年11月7日（愛知県）
LPGA入会：2008年12月1日（80期生）
16年獲得賞金：¥27,981,854（17位）
メルセデス・ランキング：11位

通算優勝回数：7回
ロレックス ランキング：100位

成田美寿々
Misuzu Narita
所属：オンワードホールディングス
生年月日（出身）：1992年10月8日（千葉県）
LPGA入会：2013年8月2日（85期生）
16年獲得賞金：¥19,480,454（34位）
メルセデス・ランキング：35位

通算優勝回数：4回（16年1勝）
ロレックス ランキング：67位

笠 りつ子
Ritsuko Ryu
所属：京セラ
生年月日（出身）：1987年11月4日（熊本県）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）
16年獲得賞金：¥72,892,166（4位）
メルセデス・ランキング：2位

通算優勝回数：5回
ロレックス ランキング：94位

吉田弓美子
Yumiko Yoshida

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

16年獲得賞金：¥45,227,219（8位）
メルセデス・ランキング：6位

平均ストローク 72.9136 （53位）
パーオン率 60.6403 （65位）
平均パット数 1.8414 （51位）

パーセーブ率 83.6158 （31位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 2.3051 （69位）

平均ストローク 71.5636 （14位）
パーオン率 63.1313 （45位）
平均パット数 1.7801 （7位）

パーセーブ率 85.8586 （13位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 3.1091 （15位）

平均ストローク 71.2239 （9位）
パーオン率 67.8275 （16位）
平均パット数 1.7895 （10位）

パーセーブ率 87.3134 （6位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 3.1493 （12位）

平均ストローク 70.8045 （4位）
パーオン率 70.9596 （4位）
平均パット数 1.7898 （11位）

パーセーブ率 88.4680 （4位）
イーグル数 3 （4位）

平均バーディー数 3.2879 （8位）

平均ストローク 72.4984 （36位）
パーオン率 62.6852 （50位）
平均パット数 1.8358 （47位）

パーセーブ率 81.6667 （58位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 3.1000 （16位）

※規定ラウンド数に満たない為、
　掲載しておりません。
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Player's Profile
選手紹介

平均ストローク 72.0366 （18位）
パーオン率 64.0805 （34位）
平均パット数 1.7892 （9位）

パーセーブ率 84.0996 （21位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 3.0345 （20位）

平均ストローク 73.7759 （74位）
パーオン率 66.0919 （24位）
平均パット数 1.8362 （49位）

パーセーブ率 80.7471 （68位）
イーグル数 0 （--位）

平均バーディー数 2.6034 （48位）

平均ストローク 72.4599 （33位）
パーオン率 66.6667 （19位）
平均パット数 1.8331 （45位）

パーセーブ率 81.6578 （59位）
イーグル数 3 （4位）

平均バーディー数 3.1270 （14位）

平均ストローク 73.3629 （65位）
パーオン率 68.1818 （14位）
平均パット数 1.8531 （71位）

パーセーブ率 80.2020 （73位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 2.6727 （44位）

平均ストローク 72.4167 （30位）
パーオン率 62.4074 （55位）
平均パット数 1.8113 （24位）

パーセーブ率 81.7593 （53位）
イーグル数 3 （4位）

平均バーディー数 3.1833 （10位）

平均ストローク 72.4854 （35位）
パーオン率 62.8136 （48位）
平均パット数 1.7932 （13位）

パーセーブ率 83.8710 （26位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 3.0323 （21位）
藤本 麻子

通算優勝回数：1回
ロレックス ランキング：142位

Asako Fujimoto

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

16年獲得賞金：¥17,644,500（39位）
メルセデス・ランキング：38位

ロレックス ランキング：159位

穴井　詩
Lala Anai
所属：GOLF5
生年月日（出身）：1987年11月11日（愛知県）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）
16年獲得賞金：¥17,168,750（41位）
メルセデス・ランキング：24位

通算優勝回数：5回
ロレックス ランキング：211位

服部 真夕
Mayu Hattori
所属：LIXIL
生年月日（出身）：1988年3月3日（愛知県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）
16年獲得賞金：¥5,840,666（73位）
メルセデス・ランキング：64位

通算優勝回数：1回
ロレックス ランキング：161位

藤田 光里
Hikari Fujita
所属：レオパレスリゾートグアム
生年月日（出身）：1994年9月26日（北海道）
LPGA入会：2013年8月2日（85期生）
16年獲得賞金：¥15,917,266（43位）
メルセデス・ランキング：30位

通算優勝回数：7回
ロレックス ランキング：227位

森田理香子
Rikako Morita
所属：リコー
生年月日（出身）：1990年1月8日（京都府）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）
16年獲得賞金：¥5,684,528（74位）
メルセデス・ランキング：77位

通算優勝回数：23回（16年1勝）
ロレックス ランキング：101位

全　美貞
Mi-Jeong Jeon
所属：眞露
生年月日（出身）：1982年11月1日（韓国）
LPGA入会：2006年8月1日（78期生）
16年獲得賞金：¥32,138,618（14位）
メルセデス・ランキング：12位
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※8月22日現在

平均ストローク 73.2383 （62位）
パーオン率 64.2857 （32位）
平均パット数 1.8805 （83位）

パーセーブ率 82.2751 （48位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 2.1429 （86位）

平均ストローク 72.1547 （22位）
パーオン率 63.5897 （40位）
平均パット数 1.7992 （17位）

パーセーブ率 83.6752 （29位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 2.8923 （26位）

平均ストローク 72.6552 （44位）
パーオン率 59.7701 （72位）
平均パット数 1.8349 （46位）

パーセーブ率 83.0460 （40位）
イーグル数 0 （--位）

平均バーディー数 2.7069 （38位）

平均ストローク 71.5378 （13位）
パーオン率 67.7134 （17位）
平均パット数 1.8212 （30位）

パーセーブ率 85.3462 （16位）
イーグル数 3 （4位）

平均バーディー数 3.1739 （11位）

平均ストローク 72.6929 （47位）
パーオン率 65.6410 （27位）
平均パット数 1.8175 （28位）

パーセーブ率 83.5043 （36位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 2.7692 （33位）

平均ストローク 70.4472 （2位）
パーオン率 68.0555 （15位）
平均パット数 1.7779 （6位）

パーセーブ率 89.2857 （3位）
イーグル数 6 （1位）

平均バーディー数 3.3393 （5位）

通算優勝回数：2回（16年1勝）
ロレックス ランキング：42位

キム ハヌル
Ha-Neul Kim

所属：HITE JINRO
生年月日（出身）：1988年12月17日（韓国）

16年獲得賞金：¥79,661,332（2位）
メルセデス・ランキング：3位

通算優勝回数：2回
ロレックス ランキング：180位

若林舞衣子
Maiko Wakabayashi
所属：ヨネックス
生年月日（出身）：1988年6月9日（新潟県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）
16年獲得賞金：¥15,770,250（44位）
メルセデス・ランキング：44位

ロレックス ランキング：125位

青木瀬令奈
Serena Aoki
所属：三和シヤッター工業
生年月日（出身）：1993年2月8日（群馬県）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）
16年獲得賞金：¥23,160,349（25位）
メルセデス・ランキング：18位

通算優勝回数：5回（16年1勝）
ロレックス ランキング：135位

表　純子
Junko Omote
所属：中部衛生検査センター
生年月日（出身）：1974年2月2日（広島県）
LPGA入会：1996年9月1日（68期生）
16年獲得賞金：¥20,130,400（33位）
メルセデス・ランキング：41位

通算優勝回数：1回
ロレックス ランキング：114位

西山ゆかり
Yukari Nishiyama
所属：アマダホールディングス
生年月日（出身）：1982年6月20日（神奈川県）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）
16年獲得賞金：¥39,298,833（9位）
メルセデス・ランキング：9位

通算優勝回数：2回
ロレックス ランキング：232位

前田 陽子
Yoko Maeda
所属：伊藤園
生年月日（出身）：1984年11月26日（徳島県）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）
16年獲得賞金：¥7,160,023（65位）
メルセデス・ランキング：72位
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Player's Profile
選手紹介

平均ストローク 71.7151 （15位）
パーオン率 58.7302 （82位）
平均パット数 1.7988 （16位）

パーセーブ率 86.1678 （10位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 2.8776 （27位）

平均ストローク 72.0813 （20位）
パーオン率 70.6093 （6位）
平均パット数 1.8323 （42位）

パーセーブ率 83.9606 （25位）
イーグル数 3 （4位）

平均バーディー数 3.0484 （19位）

平均ストローク 72.6627 （45位）
パーオン率 62.9979 （46位）
平均パット数 1.8264 （35位）

パーセーブ率 82.8092 （43位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 2.6604 （45位）

平均ストローク 71.4178 （12位）
パーオン率 68.6111 （12位）
平均パット数 1.7984 （15位）

パーセーブ率 85.8333 （14位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 3.3000 （7位）

平均ストローク 72.5768 （41位）
パーオン率 61.2847 （61位）
平均パット数 1.8324 （43位）

パーセーブ率 83.5938 （35位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 2.5312 （56位）

平均ストローク 72.5084 （37位）
パーオン率 61.6576 （57位）
平均パット数 1.8417 （53位）

パーセーブ率 83.6066 （33位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 2.6230 （47位）
イ　ナリ

通算優勝回数：2回
ロレックス ランキング：216位

Na-Ri Lee
所属：GOLF5
生年月日（出身）：1988年7月6日（韓国）
LPGA入会：2013年1月1日（85期生）
16年獲得賞金：¥11,059,178（55位）
メルセデス・ランキング：55位

通算優勝回数：2回（16年1勝）
ロレックス ランキング：154位

大江 香織
Kaori Ohe
所属：アルパイン
生年月日（出身）：1990年4月5日（山形県）
LPGA入会：2009年8月1日（81期生）
16年獲得賞金：¥25,099,000（19位）
メルセデス・ランキング：34位

ロレックス ランキング：165位

堀　琴音
Kotone Hori
所属：東芝
生年月日（出身）：1996年3月3日（徳島県）
LPGA入会：2014年8月1日（86期生）
16年獲得賞金：¥21,129,720（29位）
メルセデス・ランキング：22位

通算優勝回数：6回
ロレックス ランキング：208位

茂木 宏美
Hiromi Mogi
所属：アース製薬
生年月日（出身）：1977年4月25日（群馬県）
LPGA入会：2002年9月1日（74期生）
16年獲得賞金：¥13,733,916（46位）
メルセデス・ランキング：45位

ロレックス ランキング：89位

ペ ヒギョン
Hee-Kyung Bae

生年月日（出身）：1992年9月28日（韓国）

16年獲得賞金：¥38,957,333（10位）
メルセデス・ランキング：10位

通算優勝回数：2回（16年1勝）
ロレックス ランキング：117位

姜　秀衍
Soo-Yun Kang

生年月日（出身）：1976年3月15日（韓国）

16年獲得賞金：¥30,686,475（15位）
メルセデス・ランキング：21位
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※8月22日現在

平均ストローク 72.6197 （42位）
パーオン率 59.3333 （76位）
平均パット数 1.8315 （41位）

パーセーブ率 82.8889 （41位）
イーグル数 0 （--位）

平均バーディー数 2.7000 （39位）

平均ストローク 71.8582 （16位）
パーオン率 68.9594 （10位）
平均パット数 1.8223 （32位）

パーセーブ率 84.4797 （18位）
イーグル数 0 （--位）

平均バーディー数 3.1429 （13位）

平均ストローク 72.1667 （23位）
パーオン率 63.5185 （41位）
平均パット数 1.7965 （14位）

パーセーブ率 84.0741 （22位）
イーグル数 3 （4位）

平均バーディー数 2.8667 （29位）

平均ストローク 72.2424 （25位）
パーオン率 65.8249 （25位）
平均パット数 1.8079 （20位）

パーセーブ率 83.3333 （37位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 3.0303 （22位）

平均ストローク 72.2190 （24位）
パーオン率 68.4028 （13位）
平均パット数 1.8155 （26位）

パーセーブ率 83.7674 （27位）
イーグル数 5 （2位）

平均バーディー数 2.8750 （28位）

平均ストローク 72.3409 （27位）
パーオン率 60.4798 （68位）
平均パット数 1.7912 （12位）

パーセーブ率 83.7121 （28位）
イーグル数 0 （--位）

平均バーディー数 2.9773 （24位）

ロレックス ランキング：157位

ジョン ジェウン
Jae-Eun Chung

所属：BCカード
生年月日（出身）：1989年5月16日（韓国）

16年獲得賞金：¥11,396,429（54位）
メルセデス・ランキング：51位

通算優勝回数：1回
ロレックス ランキング：212位

金田久美子
Kumiko Kaneda
所属：スタンレー電気
生年月日（出身）：1989年8月14日（愛知県）
LPGA入会：2012年1月1日（84期生）
16年獲得賞金：¥15,944,333（42位）
メルセデス・ランキング：32位

ロレックス ランキング：166位

松森 彩夏
Ayaka Matsumori
所属：スターツ
生年月日（出身）：1994年5月19日（東京都）
LPGA入会：2013年8月2日（85期生）
16年獲得賞金：¥23,454,300（23位）
メルセデス・ランキング：17位

通算優勝回数：1回
ロレックス ランキング：147位

木戸　愛
Megumi Kido
所属：ゼンリン
生年月日（出身）：1989年12月26日（神奈川県）
LPGA入会：2008年8月1日（80期生）
16年獲得賞金：¥29,183,766（16位）
メルセデス・ランキング：13位

ロレックス ランキング：168位

永峰 咲希
Saki Nagamine
所属：ニトリ
生年月日（出身）：1995年4月28日（宮崎県）
LPGA入会：2014年8月1日（86期生）
16年獲得賞金：¥20,136,808（32位）
メルセデス・ランキング：23位

通算優勝回数：1回（16年1勝）
ロレックス ランキング：163位

葭葉 ルミ
Rumi Yoshiba
所属：富士住建
生年月日（出身）：1993年3月12日（東京都）
LPGA入会：2012年7月27日（84期生）
16年獲得賞金：¥25,580,900（18位）
メルセデス・ランキング：56位
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Player's Profile
選手紹介

平均ストローク 73.4631 （70位）
パーオン率 59.6154 （74位）
平均パット数 1.8456 （59位）

パーセーブ率 80.0214 （74位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 2.6346 （46位）

平均ストローク 72.5167 （38位）
パーオン率 63.2407 （43位）
平均パット数 1.8490 （64位）

パーセーブ率 84.1667 （20位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 2.5000 （57位）

平均ストローク 72.3580 （28位）
パーオン率 62.4738 （54位）
平均パット数 1.8171 （27位）

パーセーブ率 84.0671 （23位）
イーグル数 0 （--位）

平均バーディー数 2.6981 （40位）

平均ストローク 73.1438 （60位）
パーオン率 66.1706 （21位）
平均パット数 1.8752 （81位）

パーセーブ率 81.5476 （60位）
イーグル数 4 （3位）

平均バーディー数 2.2321 （81位）

平均ストローク 72.7749 （50位）
パーオン率 63.6015 （39位）
平均パット数 1.8401 （50位）

パーセーブ率 81.3218 （62位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 2.7414 （36位）

平均ストローク 72.4294 （31位）
パーオン率 65.2557 （29位）
平均パット数 1.8360 （48位）

パーセーブ率 83.5979 （34位）
イーグル数 2 （15位）

平均バーディー数 2.7460 （35位）
福田 真未

ロレックス ランキング：199位

Mami Fukuda
所属：えんホールディングス
生年月日（出身）：1992年6月15日（福岡県）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）
16年獲得賞金：¥18,868,333（36位）
メルセデス・ランキング：27位

通算優勝回数：2回
ロレックス ランキング：250位

O.サタヤ
O Sattaya
所属：MIYATA SPACE AND CRAFT
生年月日（出身）：1984年2月4日（タイ）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）
16年獲得賞金：¥9,341,166（59位）
メルセデス・ランキング：61位

通算優勝回数：3回
ロレックス ランキング：217位

一ノ瀬優希
Yuki Ichinose
所属：ミロク情報サービス
生年月日（出身）：1988年10月5日（熊本県）
LPGA入会：2007年8月1日（79期生）
16年獲得賞金：¥13,368,885（49位）
メルセデス・ランキング：46位

通算優勝回数：1回
ロレックス ランキング：251位

黄 アルム
Ah-Reum Hwang

生年月日（出身）：1987年10月17日（韓国）

16年獲得賞金：¥10,859,011（56位）
メルセデス・ランキング：53位

通算優勝回数：1回
ロレックス ランキング：197位

フェービー・ヤオ
Phoebe Yao

生年月日（出身）：1992年12月15日（台湾）

16年獲得賞金：¥21,212,400（28位）
メルセデス・ランキング：31位

ロレックス ランキング：256位

香妻 琴乃
Kotono Kozuma
所属：サマンサタバサ
生年月日（出身）：1992年4月17日（鹿児島県）
LPGA入会：2011年8月1日（83期生）
16年獲得賞金：¥7,942,250（64位）
メルセデス・ランキング：54位

 

 

 



＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊
＊

＊

＊
＊

 

29

※8月22日現在

平均ストローク 72.1455 （21位）
パーオン率 62.8283 （47位）
平均パット数 1.7878 （8位）

パーセーブ率 83.6364 （30位）
イーグル数 1 （38位）

平均バーディー数 3.0545 （18位）

平均ストローク 73.4623 （69位）
パーオン率 61.4316 （59位）
平均パット数 1.8522 （70位）

パーセーブ率 81.7308 （55位）
イーグル数 0 （--位）

平均バーディー数 2.2885 （70位）

通算優勝回数：6回
ロレックス ランキング：292位

北田 瑠衣
Rui Kitada

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

16年獲得賞金：¥6,256,000（67位）
メルセデス・ランキング：70位

ロレックス ランキング：118位

柏原明日架
Asuka Kashiwabara
所属：富士通
生年月日（出身）：1996年1月30日（宮崎県）
LPGA入会：2014年8月1日（86期生）
16年獲得賞金：¥24,064,999（21位）
メルセデス・ランキング：26位
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（2016年8月22日現在）

出場選手一覧（五十音順）

All Players

青木瀬令奈
三和シヤッター工業

青山 加織
コンフェックス

東　浩子
加賀電子

穴井　詩
GOLF5

有村 智恵
日本 HP

アン ソンジュ
モスバーガー

イ　ジウ
NOW ON

李　知姫

イ　ナリ
GOLF5

イ　ボミ
延田グループ

飯島　茜
サーフビバレッジ

池内絵梨藻

石川 陽子

一ノ瀬優希
ミロク情報サービス

井上 沙紀

岩橋 里衣
太平洋 C成田 C

上田 桃子
かんぽ生命

上原 美希

エイミー・コガ
JFM

O.サタヤ
MIYATA SPACE AND CRAFT

大江 香織
アルパイン

大城さつき

大西　葵
加賀電子

大山 志保
大和ハウス工業

岡崎 綾子

岡山 絵里

沖 せいら

表　純子
中部衛生検査センター

柏原明日架
富士通

金田久美子
スタンレー電気

鎌田ヒロミ
スターツ笠間 GC

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

北田 瑠衣

木戸　愛
ゼンリン

金 ソヨン

金 ナリ

キム ハヌル
HITE JINRO

木村 彩子

工藤 遥加

久保 宣子
グランヴィリオ

香妻 琴乃
サマンサタバサ

河野 美桜

小橋絵利子
ELECOM

権藤 可恋

サイ ペイイン
京豊エンジニアリング

佐伯 三貴
日立アプライアンス

斉藤 愛璃
程ヶ谷 CC

酒井 美紀
国際スポーツ振興協会

坂下莉彗子
扶和メタル

ささき しょうこ

笹原 優美
ナック

佐藤 耀穗

佐藤 絵美
狭山 GC

佐藤 靖子

澤井 瞳
サンロイヤル GC

シェー ユーリン

篠原まりあ
ニトリ

下川めぐみ
環境ステーション

ジョン ジェウン
BCカード

全　美貞
眞露

申　ジエ
スリーボンド

新海 美優
広島 CC

杉山 加奈

鈴木　愛
セールスフォース

瀬戸 瑞希
琵琶湖 CC

高木 萌衣
ニトリ

武尾 咲希
GOLF5

辻　梨恵
大和証券

恒川 智会

テレサ・ルー
太陽生命

豊永 志帆
東芝

永井 花奈

中尾 春陽

永田あおい
チュウブ

永峰 咲希
ニトリ

中村 洋子

中山 三奈
東広野 GC

成田美寿々
オンワードホールディングス

西山ゆかり
アマダホールディングス

野口 彩未

野澤 真央
愛知製鋼

服部 真夕
ＬＩＸＩＬ

馬場ゆかり
SMBC日興証券

濱田 茉優
白山ヴィレッジGC

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

平野ジェニファー

黄 アルム

フェービー・ヤオ

福嶋 晃子

福嶋 浩子

福田 真未
えんホールディングス

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

藤田さいき
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

ペ ヒギョン

ベイブ・リュウ
Volvik

保坂 真由
東松山 CC

堀　琴音
東芝

本多 弥麗

前田 陽子
伊藤園

松森 彩夏
スターツ

三ヶ島かな
ランテック

水野真由美

茂木 宏美
アース製薬

森　美穂
京セラ

森井　菖
国際スポーツ振興協会

森田　遥

森田理香子
リコー

諸見里しのぶ
ダイキン工業

柳澤 美冴
上総モナークCC

山里　愛
エコシステムグループ

山村 彩恵
サマンサタバサ

山本 薫里

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

笠 りつ子
京セラ

若林舞衣子
ヨネックス

渡邉 彩香
大東建託
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歴代優勝者一覧

Past Champions 

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

との差 2位 参加
者数

1968.7.17-18 天城 CC（静岡）　6,230Y・73 樋口　久子 450,000
150,000 112・110＝ 222（+3） 4 二瓶　綾子 26

1969.7.24-25 貞宝 CC（愛知）　6,575Y・74 樋口　久子 620,000
200,000 113・112＝ 225（+3） 6 大場　藤子 40

1970.7.23-24 貞宝 CC（愛知）　6,575Y・74 樋口　久子 947,000
250,000 115・112＝ 227（+5） 5 岡田美智子 43

1971.7.24-25 貞宝 CC（愛知）  6,575Y・74 樋口　久子 1,670,000
500,000 113・115＝ 228（+6） 6 山崎小夜子 46

1972.7.12-14 貞宝 CC（愛知）  6,575Y・74 樋口　久子 3,590,000
1,000,000 73・77・75＝ 225（+3） 3 山崎小夜子 45

1973.8.21-23 貞宝 CC（愛知）  6,575Y・74 樋口　久子 5,316,000
1,500,000 70・72・76＝ 218（-4） 10 山崎小夜子 63

1974.7.26-28 久山CC（福岡）  6,110Y・72 樋口　久子 6,000,000
1,500,000 70・78・72＝ 220（+4） 9 鳥山由紀子 68

1975.7.11-13 PLCC（大阪）  6,325Y・74 山崎小夜子 10,000,000
1,800,000 74・74・75＝ 223（+1） 1 大迫たつ子 88

1976.7.23-25 PLCC（大阪）  5,742M・74 樋口　久子 10,000,000
1,500,000 76・71・75＝ 222（0） 3 則竹　德江 87

1977.7.22-24 PLCC（大阪）  5,742M・74 樋口　久子 12,000,000
1,800,000 74・73・71＝ 218（-4） 2 岡本　綾子 100

1978.7.14-16 PLCC（大阪）  5,742M・74 森口　祐子 12,000,000
1,800,000 72・74・69＝ 215（-7） 1 大迫たつ子 110

1979.7.13-15 PLCC（大阪）  5,680M・74 岡本　綾子 15,000,000
2,500,000 70・65・70＝ 205（-17） 2 大迫たつ子 113

1980.7.11-13 蒲生 GC（滋賀）  5,568M・72 大迫たつ子 15,000,000
2,500,000 71・68・73＝ 212（-4） 4 日蔭　温子 112

1981.9.25-27 五井 CC（千葉）  5,450M・72 鈴木美重子 15,000,000
2,500,000 73・71・69＝ 213（-3） P.O. 涂　阿玉、大迫たつ子

小林　洋子 113

1982.9.23-26 高岡CC（富山）  5,780M・72 岡本　綾子 20,000,000
3,000,000 72・70・67・74＝ 283（-5） 1 樋口　久子 113

1983.9.22-25 蒲生 GC（滋賀）  5,383M・72 大迫たつ子 25,000,000
4,000,000 70・70・75・73＝ 288（0） P.O. 涂　阿玉 115

1984.9.20-23 信州伊那国際GC（長野）  5,799M・72 黄　 30,000,000
5,000,000 73・66・71・75＝ 285（-3） 1 大迫たつ子、岡本　綾子 119

1985.9.19-22 烏山城CC（栃木）  5,755M・72 涂　阿玉 30,000,000
5,000,000 68・74・72・70＝ 284（-4） 3 陳　麗英 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

2015.9.10-13 パサージュ琴海アイランドGC（長崎）6,735Y・72 テレサ・ルー 140,000,000
25,200,000 73・67・70・71＝ 281（-7） 2 酒井 美紀、上田 桃子 132

1968~2015 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

コニカミノルタ
チャリティダーツゲーム

　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、熊本地震の復興支援を目的としたチャ
リティに充てられます。
　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49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

■解説ホール：15番～18番ホール
■各回先着20名様（1日2回）

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

■ 解説：中田美枝プロ

無線機でツア ー出場経験豊富な
LPGAプロの解説を聞きながら、注
目組に密着し、一緒に歩いて観戦
します。ホールの見どころやショッ
トのテクニックなどプロならではの
目線で生解説します。

女子プロとまわる観戦ツアー
▶9月10日（土）・11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8日（木）～11日（日）

コニカミノルタコーナー

その他ギャラリーサービス

K o n i c a  M i n o l t a  C o r n e r

O t h e r  G a l l e r y  S e r v i c e s

EE v ee n t  GGGGG uu i dd e

。

▶9月10日（土） ▶9月8日（木）～11日（日）





Hole

Hole

Hole

36

Hole Guide
ホールガイド

緩やかな左ドッグレッグホール。セカンド地点の
左に３つバンカーがあり、250ヤード以上の
距離が出る選手はそのバンカー越えを狙って
いきたい。しかし少しフェードがかかると右奥の
ラフにつかまる危険があるので注意が必要
である。ティーショットでフェアウェイを捉えれ
ばセカンド地点からはグリーンが大きく見える
ので、乗せるにはさほど難しくはないホール。

思い切ってティーショットを飛ばしてい
きたいホール。フェアウェイの真ん中、
280ヤード地点に大きな木があり、ピン
位置によってその木のどちら側にティー
ショットを置くかがポイントとなる。

グリーンに乗せるには難度の高い
Par３。花道を狙っていくのなら多少 
ぶれても大丈夫だが、砲台グリーンで 
アンジュレーションもきつく、風の計算と
距離のジャッジが難しいので、クラブ
選択に迷うホール。

405Yards
Par 4

3
185/165Yards

Par3

2

1

375Yards
Par 4



Hole

Hole

Hole

距離の長いPar４。ドライバーで果敢に
攻めていきたいホール。フェアウェイを
確実に捉えればセカンドショットはさほ
ど難しくはないが、飛距離の出ない選手
がティーショットを曲げてラフに入れて
しまうとボギーを覚悟しなければなら
ない。

605ヤードというLPGAツアー史上最長
のPar５。左側はOBとなるやや打ち下
ろしでグリーンまではまっすぐなホール。
セカンドショット、サードショットの落と
しどころは様々な選択肢があり、どの
ように選手たちがこのホールを攻略する
のかが楽しみだ。

太平洋が見渡せる豪快な打ち下ろし。
右にスライスするとトラブルになりやす
いので注意が必要だ。フェアウェイに 
うねりがあるのが特徴的。セカンド
ショットの距離ジャッジが難しく、風にも
注意が必要なホール。

405Yards
Par 4

605/545Yards
Par5

6
380Yards

Par 4

5

4
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Noboribetsu Country Club
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Hole Guide
ホールガイド

右ドッグレッグのPar５だが、距離の出る選
手が有利なホールにはなっていない。ティー
ショットが飛びすぎると簡単に左側のラフに
つかまってしまう。220ヤード前後のフェア
ウェイを捉えることが最善策となる。右側
からショートカットを狙ってもラフが深く、
木も多く植えられているため簡単に２オン
できない難度の高いホールとなっている。

樹齢200年を超える巨木がグリーン脇
にある美しいPar３。グリーン左手前に
池が待ち構えており、持ち球がドローの
選手にとっては若干気になる。ピンが
左側に切ってある日はパーオン率が低く
なることが予想される。

フェアウェイにマウンドがあるため、
ティーショットをミスして距離が出ないと
セカンドショットが打ち難いライになる。
ティーショットが230ヤード以上打てれば
グリーン面も良く見えて、ライもフラットな
ためセカンドショットが打ち易くなる。

395Yards
Par 4

165Yards
Par3

495Yards
Par5

9

8

7
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Noboribetsu Country Club

フェアウェイ幅が20ヤード前後しかなく 
ティーショットには気を使うホール。
ティーショットが右サイドに行くと木が
スタイミーになりグリーンが狙い難くなる。
フェアウェイ左サイドがベストポジション
となる。

ティーショットはプレッシャーなく打っ
ていけるPar５。グリーン手前の大きな
木が効果的なハザードとなっており、
セカンドショットを飛ばしすぎるとこれが
グリーンの前に立ちはだかる。サード
ショットを狙いやすくするためにセカンド
ショットをどこに落とすのかが鍵となる。

フェアウェイがやや狭くセカンド地点の
左右にバンカーがある。このバンカーは
距離的にはさほど問題ないがコースが
若干左ドッグレッグとなっており、ピン
位置によってティーショットの落としどこ
ろがポイントになるホール。

375Yards
Par 4

12

11
550Yards

Par5

10
375Yards

Par 4
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Hole Guide
ホールガイド

谷越えの景観が素晴らしいPar３。ピン
位置によってグリーン面のどこにボールを
落としていくか、どのようなキャリーボー
ルを打っていくのか、選手の技量が試さ
れるホール。

ティーショットは左バンカーの右端が 
ベストポジション。フェアウェイからはグリーン
を狙うのに障害もなく景観の良いPar４。
ティーショットがフェードボールで距離が
出てしまうと、右側の深いラフにつかまっ
てしまい簡単にボギーになってしまうので
要注意だ。

距離のあるPar３。ピンが左の時は手前花
道からでも狙っていきやすいが、ピンが右の
時は池越えとなり季節風によっては正確な
キャリーボールを打たないと難度が上がる
だろう。

15
185/165Yards

Par3

14
405Yards

Par 4

13
180Yards

Par3
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Noboribetsu Country Club

やや打ち下ろしのPar４。フェアウェイ 
右側にはうねったグラスバンカーがあり、
ここに入れてしまうと出すだけとなる可
能性もあるため、フェアウェイ左サイドに
ティーショットを打ちたい。グリーン右手
前には高いマウンドがあり、ピンが右側
に切ってあると難度の高いセカンドショッ
トとなる。

バーディーを狙っていきたいPar５。セカンド地
点の左右にバンカーはあるが、ティーショットに
はそれほどプレッシャーはない。グリーン右手
前に大きな池があるため、セカンドショットを
手前に刻み、アプローチで勝負するのが一
般的な攻め方だ。しかし、その池を避けつつ、
リスクを冒して果敢に２オンを狙っていく選手が
どれくらいいるのかも大きな見どころである。

比較的ティーショットは打ち易いが、フェア
ウェイキープが絶対条件。左右のラフは
深く、入ってしまうとグリーンを狙うのも一苦
労になる。グリーン左側には大きな池があり、
ピンが左側に切ってある場合は大きく難度
が上がる。最終日にはどんな展開が待って
いるのか、日本女子プロゴルフ選手権の
最終ホールにふさわしい戦略的なホール。

18
370Yards

Par 4

17
510Yards

Par5

16
410Yards

Par 4
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Rookie Camp
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
ナル会員とインターナショナルプ
ロフェッショナル会員、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。

1 「お静かに」札を手に業務する柏原明日架 
2   2013年藤田光里（左）と松森彩夏（右）
3  2005年諸見里しのぶ 
4   2012年川満陽香理（左）と渡邉彩香（右）
5 ギャラリー整理をする堀琴音（中央）
6  2012年比嘉真美子
7  2004年横峯さくら
8  2012年葭葉ルミ（右）
9  上段右から4人目柏原、中段左から1人目
堀、下段左から1人目永峰咲希

1

2

3

4

5 6

7

8

9
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Asuka Kashiwabara

Kotone Hori

Saki Nagamine

あの日があるから今がある。
～ルーキーキャンプでの経験を糧にシード選手となった若き3人が振り返るあの日～

　私が経験したのは18番の大きなリーダーズボードとフォアキャディー、「お静か
に」の札を出すギャラリー整理の仕事です。「楽しかった」と言っていいのかどうか
分かりませんが、自分がプレーしていないときの試合の雰囲気が味わえたの
が良かったと思います。
　「みんながこんなに選手を大事に、選手を中心に考えてくれているんだ」というのが
よく分かりました。ボランティアさんたちが選手の動きを見て、打つときには本当に
ピリピリしている。思っていた以上でした。それを見た時、感謝の気持ちでいっぱいに
なりました。選手である以上なかなかできない経験で、ルーキーキャンプ以来、ボラン
ティアさんへの心遣いが変わり、他の試合でも積極的に挨拶をするようになりました。

柏原 明日架 ● 2014年入会　生年月日／1996年1月30日　出身地／宮崎県　身長／171cm　血液型／B型

堀 琴音 ● 2014年入会　生年月日／1996年3月3日　出身地／徳島県　身長／163cm　血液型／A型

永峰 咲希 ● 2014年入会　生年月日／1995年4月28日　出身地／宮崎県　身長／158cm　血液型／A型

　ルーキーキャンプを経験して、自分の中で色々なことが変わりました。アマチュア時代から試合
に出させていただいて、練習場に行けばきれいなボールがたくさんあるのが当たり前だと思って
いましたが、それは全部、ボランティアさんたちがボールを拾って、１球１球ていねいに拭いて
くださっていたということに気付きました。それと、練習に来た選手が挨拶をしてくれると
すごく嬉しかったので、自分も「ありがとうございました」「お疲れ様です」とできるだけ声を
かけるようになりました。
　もうひとつ、ツアーで上位にいる人たちは、試合があるのが当たり前だとは思っていない。
そのありがたさ、試合に関する業務すべてが大切だということがよく分かっているから、

ボランティアさんやスタッフの人たちを大切にしている。そのことに気付いたことで、
私も成長できた気がして嬉しかったです。そういう選手に私もなりたい、
ルーキーキャンプに参加してそう感じました。

　ルーキーキャンプではずっと走っていた気がします。ギャラリー整理をして
いると、ボールの周りに人がワッと集まってしまうので、とにかく先へ先へと回り
こんで行かなくちゃいけないので、走っていました。他には18番のリーダーズボード
と、フォアキャディーをやりました。朝はとにかく早いし、団体行動にも慣れていな
いので大変は大変でした。でも、同期のみんなと仲よくなれたし、いい経験でした。
　ルーキーキャンプをきっかけに、ボランティアの方たちが何をしてくれているの
かよく分かるようになって、挨拶などをきちんとするようになりました。
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LPGA Report

LLPGAAA RRReeppooorrtrt

2016年新人プロ紹介

天野 裕美
有馬ロイヤルGC

岡本　恵

小谷 智世
アコーディア・ゴルフ

後藤 美智子
アリストプロ

小林 裕子
Harbor golf studio

獅子目 和佳菜
富吉

田村 麻衣
オー・ピー･ジー･シー

寺田 未央
太平洋C六甲C

西内 千香子
リチャーナル

野村 七重

藤木 知子

松居 恵美子

山口 安紀子

鷲尾 雅子

入会式にて記念撮影

総勢21名の女子プロゴルファーが誕生しました

　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。
　１位合格者には、本大会はじめ、LPGAツアー14試合の出場権が与えら
れます。（日本女子オープンゴルフ選手権競技、TOTOジャパンクラシック、
LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップを除く）

■今大会への意気込み
プロとして初めての公式戦ですので、
精一杯頑張ります。

小野 祐夢

チェン スーハン 林口GC

大出 瑞月

竹山 佳林

但馬　友

川岸 史果

佐久間 綾女 サザンヤードCC

田辺 ひかり

石川 明日香

髙橋　恵

照山 亜寿美 サザンヤードCC

森井　菖 国際スポーツ振興協会

安田 彩乃

石山 千晶

山内 日菜子 宮崎レイクサイドGC

山本 景子 GOLF5

熊谷 かほ

西　智子 江崎グリコ

蛭田 みな美

村田 理沙 レオパレスリゾートグアム

永井 花奈 1997年6月16日生まれ
出身地：東京都　所属：フリー

【１位合格者】

2016年最終プロテスト合格者一覧 （7月26日～7月29日 周南カントリー倶楽部）

2016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）

※氏名、所属は8月21日現在



開催地紹介 登別市 Noboribetsu 
City

揺らめく灯りに照らされた
「鬼火の路」が、皆様を地
獄谷へと誘います。立ち上
る白煙と山肌をかすかに
照らす路の先には、幻想的
な地獄谷の爆裂火口跡。
暗闇だけにみせる荒々し
い姿は、まさに現世とは
思えないほど大自然の驚
異をむきだします。

大湯沼から溢れ出たお湯
が、温泉の川となり天然の
足湯となっている世界的に
も非常に珍しい施設。川
の両岸には樹木の緑葉と、
湯気と木漏れ日があいまっ
て神秘的な光景を演出し
ており、自然の中で森林浴
をしながら、散策の疲れを
癒すことができます。

幸せを願い、人々の
厄を持ち去りしため
に、打ち上げる―。
鬼花火伝説の語り
継がれる地獄谷に
棲む「湯鬼神」たち
が噴火のごとく迫力
たっぷりの鬼花火を
夜空に放ちます。

日和山の噴火活動によりできた
爆裂火口跡。直径は４５０ｍ、
面積は約11ｈａ。谷に沿って数
多くの湧出口や噴気孔があり、
泡を立てて煮えたぎる風景が
「鬼の棲む地獄」の由来となり
ました。また、ここから多種類の
温泉が１日１万トンも湧出されて
おり、温泉街のホテルや旅館に
給湯されています。

厳寒の冬、豊富な湯量と多彩な
泉質を誇る「湯」への感謝と、
湯が尽きることのないよう繁栄
と無病息災への祈りを込めた
祭りです。中でも４日には下帯
姿の若者たちが、激しくお湯を
掛け合う「厳選湯かけ合戦」や
「道祖神裸ねりこみ」は勇壮で、
イベント会場は熱気の渦に巻
き込まれます。

登別のエゾシカは海からの霧によって 
もたらされるミネラル分の豊富な草木を 
食べており、豊かな風味を持っていま
す。また、市内で捕獲されるエゾシカは
１００％天然の食材で、牛レバーをしの
ぐ鉄分や低い脂質含有率から、鉄分が
不足しがちな女性やカロリー摂取を抑え
たい方におすすめです。市内では、高い品質のエゾシカ肉を使い、大
和煮・味噌煮・カレー煮の缶詰が製造されています。そのままでも、
アレンジして料理に使ってもおいしく食べられます。また、３年間の長期
保存が可能ですので、いざという時の備蓄食料にも最適です。

登別漁港を会場に、漁の
安全操業と大漁を祈願し
催される祭りです。色とり
どりの大漁旗で飾られた
漁船が並ぶ会場では、地
元で水揚げされたホッキ
貝などの海産物が販売さ
れ、新鮮な海の幸を求め
る買い物客でにぎわいます。また、当日水揚げされたサケを格安
で抽選販売するコーナーは、毎年人気を集めています。

平成27年４月16
日から提供開始
された「登別閻
魔やきそば」は、
提供開始一年で
累計提供食数が
54，000食を突破
しました。
閻魔大王からの３つの掟　①北海道産小麦の平麺を使え
②閻魔大王指定の秘密のタレを使え　③登別産または登
別近郊の食材をつかうこと　を守り、各提供店でアレンジが
なされた登別閻魔やきそばは絶品です。

幻想と神秘の谷　鬼火の路 大湯沼川天然足湯

地獄の谷の鬼花火 登別温泉地獄谷

登別温泉湯まつり

のぼりべつエゾシカ大和煮・味噌煮・
カレー煮

登別漁港まつり

登別閻魔やきそば
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LPGAアワード
LPGAでは、年間を通じてトーナメントで
顕著な成績をあげた選手および、ゴルフ
ビジネスの分野で広く社会に貢献した
会員の功績を称える目的で、2012年より
『LPGAアワード』を創設し表彰を行っ
ています。中でも、LPGAツアーでの総
合的な活躍度を評価することを目的とし
て「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 P layer o f 
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2016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

イ　ボミ
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。

金賀 直美
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。

成田 美寿々
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。

チームLPGA
上田 桃子 原 江里菜 飯島　茜 菊地絵理香 成田美寿々 
大山 志保 笠 りつ子 酒井 美紀 渡邉 彩香
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。

イ　ボミ
年間獲得賞金額が第１位の者。

イ　ボミ
年間平均ストロークが第１位の者。

栗西 鈴香
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。

堀 琴音
2015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、
2016年シード権を取得した者。
（１）2014年及び2015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。

表 純子
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。

メルセデス・ランキング 第1位　獲得ポイント 769.5ポイント

勤務先ゴルフ場での女性来場者を増やすため、他のゴルフ場にはない斬新で
オリジナリティあふれるゴルフプランを企画立案して、大幅な女性来場者の増加
に貢献。ティーチングプロとして、レッスンだけではなく、綿密なマーケティング
活動を実施してゴルフ場の来場者促進などの営業活動に貢献するという、ティー
チングプロの「新しい働き方」や「新しいあり方」を示したその功績に対して。

「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント」 
2日目16番ホール（パー5）のアルバトロス

「スタジオアリス女子オープン」 優勝会見でのコメント
「アウェーこそ、私のホームだと思う」

日本女子プロゴルフ協会設立48年目にして初めて日本で開催された世界の
4大女子ツアーによる対抗戦 『THE QUEENS presented by KOWA』 に
おいて、チームとしての結束力を内外に示し、初代優勝チームとなった功績に
対して。

獲得賞金 ￥230,497,057

平均ストローク 70.1914

2006年に福島県が掲げた「世界を舞台に活躍できる人材育成」というテー
マにLPGAが賛同。その一環としてLPGAから派遣された栗西プロは、今日
まで10年の永きに渡り、福島県立富岡高校ゴルフ部の専任コーチとして生
徒たちの指導・育成に尽力。2011年3月の東日本大震災発生後は、被災の中
心であった富岡町からの避難を余儀なくされて環境が一変するも、避難先に
おいても、生徒たちを技術だけでなく精神面からもサポートしながら懸命に 
指導を続け、見事に2名の女子プロゴルファーを誕生させた功績に対して。

2014年にプロテスト合格。QTランキング45位という出場試合数が限られ
る中、今シーズンは33試合に出場し、24試合予選通過。トップ10フィニッ
シュ3回、トップ5フィニッシュ2回、賞金ランキング33位、メルセデス・ラン
キング32位などの成績をあげ、初シード権を取得した活躍に対して。

2011年開幕戦から、LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップなどの
出場基準が限られる試合も含めて全試合に出場を続け、LPGAツアー全
試合連続出場記録を175試合に更新。さらにLPGAツアー5年ぶりとなる
40代での優勝をあげた活躍に対して。

2015年度受賞者紹介
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LPGAが取り組む普及活動

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。
LPGAキッズゴルフデーや家族でご参加
いただけるLPGAファミリーゴルフデーなど
は、この基金を通して行われています。

LPGAキッズゴルフデー

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。

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

ジュニアトーナメント

LPGAジュニア育成基金

●LPGAサマーキッズデー in SHUZENJI
 7月18日（月）　修善寺カントリークラブ

●LPGAサマーキッズデー in SHIRAKAWA
 7月30日（土）　白河駅前イベント広場

●LPGAサマーキッズデー in CHIBA
 8月5日（金）　大多喜城ゴルフ倶楽部

● RICOH PRESENTS LPGAキッズゴルフデー 
in MIYAZAKI
 11月12日（土）　宮崎カントリークラブ
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LPGAチャリティ報告

ご協力いただいた皆さまに厚く御礼申し上げます
（2016年7月31日時点）

日本女子プロゴルフ協会では、東日本大震災と熊本地
震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、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 な々形でチャリティ活動に取り組んで
まいります。

¥444,423 ,309

¥418,139 ,420 ¥26,283 ,889

義援金総額

東日本大震災義援金 熊本地震義援金

心をひとつに ～LPGAの災害復興支援～

第49回 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯
大会公式サイトについて

また今回は新たなコンテンツとして、大会期
間中の出場選手の1番ホール（405yd/par4）
のティーショット弾道動画及び、スーパース
ローカメラによる正面スイング動画の掲載を
予定しています。

※画像はイメージ

さらに大会公式サイトでは、1番ホールで測定したティーショットの
キャリー、トータル飛距離、ボールスピードなど、詳細データを掲載！

新たなコンテンツの追加により、会場外からでも今大会をお楽しみ頂けます。

大会公式サイト

http://champ.lpga.or.jp/
（パソコン・スマートフォンで閲覧可）では、
イベント、チケット情報などのほか、コース
セッティング担当の岡本綾子プロによる
ホール解説を掲載いたします。
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