




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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Greetings ごあいさつ
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大会名誉会長
コニカミノルタ株式会社

代表執行役 兼 CEO

ご挨拶に先立ちまして、この度の平成30年7月豪雨により被災された
皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興
を心よりお祈り申し上げます。
「第51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

富山県射水市の「小杉カントリークラブ」に於いて開催されますことを心より
お慶び申し上げます。私どもコニカミノルタは本年も特別協賛をさせて
いただきますが、日本女子プロゴルフ協会とともに、本大会を通じて
チャリティを実施させていただきます。復興へ向けて尽力しておられる
方々の一助となれば幸いに存じます。

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51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、これまで数々の白熱した戦いが繰り広げられ、多くの人々を
魅了し感動を与えてきてくれました。本年も新たな感動のドラマが刻み
込まれるであろうこの舞台において、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らっしゃいます。私どもコニカミノルタも世界が
加速的に変化し多様化する中、経営理念「新しい価値の創造」のもと、
ビジネス社会、人間社会の「進化」のために課題提起型デジタルカンパ
ニーへと業容転換を加速させることで、「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。今後ともより
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。

最後に本大会開催にあたり、ご協力を賜りました皆様に厚く御礼申し
上げますとともに、出場選手の皆様のご健闘を心よりお祈り申し上げます。
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大会会長
一般社団法人

日本女子プロゴルフ協会
会長

このたび、『第51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、特別協賛のコニカ
ミノルタ株式会社の皆様には多大なご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊協会は創立51年目を迎え、本大会はその歴史とともに歩んでまいりま
した。その優勝に名前を刻むことは名誉であり、実力の証でもあります。

心技体の総合力が問われる4日間、小杉カントリークラブを舞台に、
メジャータイトルを手にするのはどの選手か、女子プロゴルファーならではの
華やかさと優勝争いの緊張感をぜひ目の前でご堪能いただきたく存じます。

また、今季LPGAツアーはリランキング制度を開始し、シード選手以外の選
手は本年度の獲得賞金に応じて、7月と10月の年2回に出場優先順位が入
れ替わります。より上位入賞するために一打に対する執着心が増し、例年
以上に上位争いが激しくなっております。

本大会は50回大会を節目に、アジアNo.1を競う大会へと変革し、インター
ネット放送と合わせて生中継で国内外にお届けいたします。

さて、本大会の重要なテーマの一つには、ゴルフの普及と拡大があり、
トッププロのプレーを多くの方々にご覧いただきたいと願い、毎年コース
を固定せず、全国各地で開催しております。とりわけ、今回は、一般ゴル
ファーの皆様が気軽に訪れることが可能なパブリックコースでの開催です。
大会を通じてゴルフにより興味をもっていただけましたら幸いです。

さらに、新人プロ教育の一環として、ルーキーキャンプを実施します。今季
プロテスト合格者やティーチングA級新入会員が大会運営に参加し、ツアー
がいかに多くの方々に支えられ成り立っているかを体験することで、プロとし
ての活動に生かすことを目的としております。

この度の西日本における豪雨により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを
申し上げますとともに、被災された皆様ならびにそのご家族の皆様に心より
お見舞い申し上げます。LPGAではトーナメントを通じて募金活動を行ってお
ります。皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

最後になりましたが、開催にあたり株式会社アイザック、小杉カントリー
クラブ、地元富山県、射水市の皆様、ボランティアの皆様、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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大会名誉副会長
株式会社アイザック

代表取締役会長 兼 CEO
（小杉カントリークラブオーナー）

はじめに、本年7月の西日本豪雨により被災された皆様に謹んでお見舞い

を申し上げます。被災地域の一日も早い復興を心より祈念申し上げます。

この度は、「第５１回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯」に

ご来場頂き心より御礼申し上げます。輝かしい歴史と伝統ある日本女子プ

ロゴルフ界最高峰の今大会を、富山県においては３６年ぶりに、私ども小杉

カントリークラブにて開催できますことは大変な名誉であり誠に光栄なことで

ございます。

小杉カントリークラブは、富山県のほぼ中心部に位置し、なだらかな丘陵

地という自然の地形を活かし、その魅力を最大限に引き出すという思想で

設計された自然にやさしいゴルフ場です。ホールごとに表情を変えるコース

はプレーヤーを飽きさせないよう工夫されており、おかげさまで県内外の

皆さまから高い評価を頂くとともに、大勢の皆さまにご利用頂いております。

大会開催の決定を頂きましてから、本大会の開催に向けコースの改修、

クラブハウスの改修、練習場の改造等、全社員一丸となり準備を整えて参

りました。おかげさまで選手の挑戦意欲を掻き立て、持てる技術を絞り出さ

せる戦略性に富んだフェアなコンディション作りができたと確信しております。

この舞台で、女子プロゴルフ界を代表するトッププロが生み出す一打一打

がどのようなドラマを繰り広げるのか、楽しみでなりません。ギャラリーの皆様

には、熱戦をお楽しみ頂き、是非ひとりひとりの選手に暖かい声援を送って

頂きたいと思っております。また、本大会の開催を契機にゴルフ界がさらに

盛り上がり、尚且自分もゴルフをやってみたい、もう一度ゴルフを始めたいと

一人でも多くの方が思っていただければ幸いに存じます。

最後に日本女子プロゴルフ協会とコニカミノルタ株式会社様を始めとする

ご協賛を頂きました企業様、ご協力を頂いた全ての皆様のますますのご発

展とご多幸、全出場選手の健闘を心より祈念いたしまして、一言お祝いと

感謝のご挨拶とさせて頂きます。
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大会名誉副会長
朝日放送テレビ株式会社

代表取締役社長

富山県小杉カントリークラブにおいて、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５１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。

１９６８年、日本で最初の女子トーナメントとして始まったこの大会は、

素晴らしい女子プロゴルファー達が、歴史に名を刻んでいます。

朝日放送テレビは、このメジャー大会の放送を始めて４４年目となります。

女子プロゴルフ界は若手選手の躍進に、ベテラン勢の層の厚さもあって

活況を呈していますが、これらはまさに過去のレジェンド達が築き上げてき

たものだと思います。そして、中でもこのメジャーの舞台で選手たちが

プレーする経験は、２０２０年の東京オリンピック、またその先の世界の

大舞台へ繋がって行くものだと思います。

私たち朝日放送グループでは、次世代の女子プロゴルファーたち

の活躍を期待し、ＣＳ放送スカイAにてＬＰＧＡステップ・アップ・ツアー

２１試合を全試合中継しております。また、ABCゴルフ倶楽部を舞台に

ステップ・アップ・ツアー「SkyレディースABC杯」を今年から３日間大会

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のための最高

の舞台を提供しています。

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。

今年で５１回目という新しい節目となる今大会からは、「LIVE」にこだ

わり放送してまいります。国内最高峰の女子プロゴルファーたちの戦いを、

地上波及びスカイA、そして新たにインターネット配信もスタートし、様々な

メディアを通して視聴者に生中継でお伝えいたします。

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、株式会社アイザック、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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Officials 大会役員
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大会名誉会長 山名　昌衛 コニカミノルタ株式会社 代表執行役社長 兼 CEO

大会名誉副会長 石﨑　由則 株式会社アイザック 代表取締役会長兼 CEO

山本　晋也 朝日放送テレビ株式会社 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

三村　晃久 朝日放送テレビ株式会社 取締役

山田　良二 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

石井　隆一 富山県 知事

石﨑　大善 株式会社アイザック 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 顧問

大会名誉委員 秦　　和義 コニカミノルタ株式会社 常務執行役

夏野　元志 射水市 市長

森永　政義 株式会社小杉カントリークラブ 代表取締役社長

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 寺沢　範美 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 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 専務理事

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 副会長

大会実行委員 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

松尾　貴子 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 理事

大会競技委員長 田中　裕子	 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

森岡まゆみ 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

加藤あづみ 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

川西　栄子 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

コースセッティング 岡本　綾子 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

塩谷　育代 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会
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Tournament Facts 大会実施要項

大会名称 第51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、富山県、射水市、朝日放送テレビ株式会社

特別協賛 コニカミノルタ株式会社

協力 富山県ゴルフ連盟、射水市ゴルフ協会、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会、日本ゴルフ場支配人会連合会、
公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟、北日本放送、富山テレビ放送、チューリップテレビ、北日本新聞社、
読売新聞北陸支社、富山新聞社、北陸中日新聞、FMとやま、ラジオ・ミュー、エフエムとなみ、ラジオたかおか、
エフエムいみず、富山シティエフエム

開催日 2018年9月6日（木）・7日（金） 予選ラウンド 8日（土）・9（日） 決勝ラウンド　10日（月） 予備日

開催コース 小杉カントリークラブ
〒939-0321 富山県射水市浄土寺１　TEL：0766-56-6111

出場資格 ① 本大会の歴代優勝者
② LPGAツアーチャンピオンシップの当該年度を除く過去 3 年間の優勝者※ 1
③ ワールドレディスチャンピオンシップの当該年度を除く過去 3 年間の優勝者
④ 日本女子オープンゴルフ選手権競技の当該年度を除く過去 3 年間の優勝者※ 1
⑤ LPGAツアー規定第 14 条第 1 項に定めるシード選手
⑥ LPGAツアー優勝者（優勝した日の翌日から365日が経過していない者に限る。）
⑦ トーナメント特別保障制度を適用し、復帰する者
⑧ 開催コース所属の者（1 人）
⑨ 当該年度の最終プロテスト第 1 位の者
⑩ リランキングリスト上位者
上記とは別に、トーナメント事業部は次の各号に定める者に出場資格を与える。
各号の選出人数はトーナメント事業部が別途定めるものとする。
① 予選会（実施に関する事項は別途定める。）通過者
② LPGAが特に認めたアジアの地域の女子プロゴルファー
※ 1 ／2008 年度の当該カテゴリー優勝者は、優勝した翌年より10 年間を適用

（合計 132 名）

競技方法 ① 72ホール・ストロークプレーで行われるものとする。
② 36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9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。
④ 72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い、優勝者を決定する。

テレビ放映 ▶ABCテレビ・テレビ朝日系列24局全国ネット
9月 6日 （木） 25：54 ～ 26：49 VTR [朝日放送・富山テレビ] （予定）
9月 7日 （金） 25：34 ～ 26：30 VTR [朝日放送・富山テレビ] （予定）
9月 8日 （土） 15：00 ～ 16：25 生放送 [全国ネット] （予定）
9月 9日 （日） 13：55 ～ 15：55 生放送 [全国ネット] （予定）

▶CS放送チャンネル「スカイA」（早終了、延長の可能性あり）
9月 6日 （木） 8：00 ～ 11：00 生放送 （予定）
  15：00 ～ 17：00 生放送 （予定）
9月 7日 （金） 8：00 ～ 11：00 生放送 （予定）
  15：00 ～ 17：00 生放送 （予定）
9月 8日 （土） 8：00 ～ 14：00 生放送 （予定）
9月 9日 （日） 8：00 ～ 13：55 生放送 （予定）

▶インターネットＬＩＶＥ配信
9月 6日 （木） 8:00 ～ 17:00 （予定）
9月 7日 （金） 8:00 ～ 17:00 （予定）
9月 8日 （土） 8:00 ～ ホールアウトまで （予定）
9月 9日 （日） 8:00 ～ 16:00 （予定）

大会HPアドレス champ.lpga.or . jp
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Purse & Prizes 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］

優勝賞金

特別賞

賞金配分表

優勝副賞

賞金総額

ホールインワン賞
2,000,000円（No.17）
（大会期間中達成者全員）

提供：ミサワホーム株式会社

36,000,000円200,000,000円

文部科学大臣杯 コニカミノルタ
クリスタルトロフィー

日本女子プロゴルフ選手権
大会杯

優勝 36,000,000 

２位 17,600,000 

３位 14,000,000 

４位 12,000,000 

５位 10,000,000 

６位 8,000,000 

７位 7,000,000 

８位 6,000,000 

９位 5,000,000 

10位 4,000,000 

11位 3,580,000 

12位 3,380,000 

13位 3,180,000 

14位 2,980,000 

15位 2,780,000 

16位 2,580,000 

17位 2,380,000 

18位 2,180,000 

19位 1,980,000 

20位 1,780,000 

21位 1,740,000 

22位 1,700,000 

23位 1,660,000 

24位 1,620,000 

25位 1,580,000 

26位 1,540,000 

27位 1,500,000 

28位 1,460,000 

29位 1,420,000 

30位 1,380,000 

31位 1,340,000 

32位 1,300,000 

33位 1,260,000 

34位 1,220,000 

35位 1,180,000 

36位 1,140,000 

37位 1,100,000 

38位 1,060,000 

39位 1,020,000 

40位 1,000,000 

41位 980,000 

42位 960,000 

43位 940,000 

44位 920,000 

45位 900,000 

46位 880,000 

47位 860,000 

48位 840,000 

49位 820,000 

50位 800,000 

51位 780,000 

52位 760,000 

53位 740,000 

54位 720,000 

55位 700,000 

56位 680,000 

57位 660,000 

58位 640,000 

59位 620,000 

60位 600,000 
提供：本田技研工業株式会社

提供：コニカミノルタ株式会社

※  Photo： CR-V HYBRID
　ボディカラーはプレミアムクリスタルレッド・メタリック
　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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Interview
LPGAツアーに参戦して19年。日本タイトル（2017年日本女子プロ

ゴルフ選手権コニカミノルタ杯、2008年日本女子オープン）2冠を含

むツアー通算22勝。同胞の韓国人選手から“オンニ（お姉さん）”と慕

われる存在の李知姫にその強さの秘密や今後の目標を語ってもらった。

李 知姫 インタビュー

昨年大会は終盤上り2ホールでバー
ディーを奪い、イミニョン選手を突き
放しました。どういう気持ちでプレー
をしていましたか？

　最終日は、18番グリーンまでスコ
アボードを見ていなかったので、イ
ミニョンさんが伸ばしていたことを
知らなかったですし、トップ近くに
いるんだろうなという気持ちはあり
ましたけど、それは最後の18番で分
かりました。ただ、16番でボギーを
打ってしまったので、終盤残りの2
ホールのどちらかでバーディーを獲
らないとプレーオフも厳しいかなと
思っていたので、すごく集中してい
たのを覚えています。

最終日は濃霧と2度の雷雲接近で計3
時間50分スタートが遅れました。気持
ちのコントロールが難しくなかったで
すか？

　3時間くらいスタートが遅れたの
で、予備日もありましたし次の日に
いく可能性があると思っていたの
で、焦らないように、リラックスす
るように気持ちを楽にしていまし
た。また、勝因のひとつは、コース
とホテルが近かったことですね。ス
タートが遅れたので、ホテルへ戻っ
てゆっくりしました。部屋では音楽
や、韓国の昔話の朗読を聞いて、リ
ラックスする時間を作りました。

Ji-hee LeeJi-
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Ji-hee Lee

終盤の猛チャージは何度も優勝を経
験してきた李知姫さんだからこそのプ
レーですよね

日本タイトルを２つ獲られて、何かご自
身の中で変化は？

今シーズンは、またドローボールに
戻したと聞きましたが？

昨年大会は、持ち球をドローボールか
らフェードボールに変えての挑戦

日本ツアーに参戦して19年。李知姫さ
んにとって日本はどう感じてますか？

メジャーで勝つために必要なことは？

　優勝するときは、そういった上が
り方がいいと思います。いつも思っ
ているのは最終日のバック9でバー
ディーを獲らないと優勝できないと
思っているので、今回16番でボギー
を打ってしまったので、17番よりも
18番でバーディーを獲らないと優勝
はないかなと思っていました。

　メジャー2勝を挙げられたことは、
大変自信にもなりましたし、昨年選
手権に勝つまでは成績も良くなく
て、不安もありましたけど、優勝で
きたので「私は今年もしっかりやれ
てこれたな。私のやり方は間違って
いないんだな」というのを改めて思
いました。

　去年は、フェードボールで選手権
を勝つことが出来たので、それはと
ても良かったことです。しかし、今
年のオフに米国・パームスプリング
スでキャンプをしていたら、ドロー
がしっくりきました。元々、私はド
ローヒッターですし、トラックマン
などのデータもチェックして、今
シーズンはドローで行こうと決めま
した。それでも序盤は、良いボール
を打っても距離感がなかなか合いま

　昨年は、シーズン序盤にショット
の不調で悩まされました。アイアン
の距離感が合わなくて、フェードに
したらその差がなくなるかなと、思
い切って持ち球をドローボールか
ら、フェードボールへ変更しました。
どんな時でもミスを恐れない。たと
え、それがダメだとしても、また挑
戦すればいいという気持ちで変えま
した。

　日本に来た時は、まだ20歳でし
た。来日して3、4年で日本語が喋れ
るようになって、その時に改めて「日
本は礼儀正しい国だな」と感じまし
たね。人に対する礼儀とかマナーと
かをすごく大事にしていて、私もそ
れを大事にしていく人になったか
なと思います。また試合でもギャラ
リーが温かく応援してくれることだ
と思います。すごくマナーがいいで
すし、選手に対する思いがすごくあ
るので、本当にいい時だけでなく、
悪い時も一生懸命応援してくれま
す。海外から来る選手が一番言うの
は「ギャラリーが凄い」って、海外
選手から見るとそこが一番驚くとこ
ろだと思いますね。

　私が女子オープンに勝ってから、
選手権は本当に勝ちたいと思う気持
ちが強かったので、「優勝したいな」
と漠然と思うのではなく、「優勝する
には何が必要か」を突き詰めていき、

「絶対タイトルを獲る」っていう強
い気持ちを持つことが大事だと思い
ます。女子オープン勝ってから10年
かかってしまいましたけど（笑）。

せん。前半戦、優勝争いがとても少
なかったのは、そこが要因だと思い
ます。それがシーズン中盤に入り、
やっと合ってきたかなと感じていま
す。
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最近は、日本ツアーにも韓国人選手
が多くなってきました。李知姫さんは、

“オンニ（お姉さん）”と慕われる存在で
すが

’03、’08、’11年で賞金ランキング2位、
賞金女王に手が届きそうなところまで
何度か行っていますが、賞金女王のタ
イトルを獲る為に必要なことは？

日本ツアー通算22勝、今後の目標は
どう設定しているのですか？

李知姫さんは来年で40歳、今後のプ
ランをお聞かせください？

最後に、大会連覇に向けての意気込み
を聞かせてください

　最近来ている選手たちは、日本語
も早く覚えて、日本の言葉や文化
に慣れるのが早いなと思います。ツ
アーで活躍しているのを見ると、凄
いなと思いますし、私が先輩だから
というより、同じプロゴルファーと
して、本当に友達というような感覚
で付き合っていきたいと思っていま
す。あと、私が後輩を見て勉強にな
ることもありますし、それはお互い
にそうなると思うので、私も後輩た
ちにいい影響をもらっているなと感
じています。

　1年間通してコンスタントに成績
を残すことだと思いますが、私は

「この難しいコースは得意ですか？」

　通算30勝の永久シードというの
は、大きな目標にはしていますが、
永久シードの前に目標にしているの
は、やはり賞金女王です。これまで
本当に悔しい思いをしているので、
賞金女王を獲ることが第一の目標で
す。

　3年前から多い質問が「いつ引退
しますか？」だったり、「引退したら
何しますか？」が多いです（笑）。
だけど、私も何をするか考えたりは
しましたが、考えても思い浮かばな
かったので、これは私が引退した後
に考えても遅くないんだなと思って
います。まだ、そこは何も決めてい
ないです。何も決めずにやれるとこ
ろまでやって、その後に何がやりた
いか考えたいと思っています。

　今までは、連覇とか意識しない
ように「1打1打大事にして頑張り
ます」と言っていましたが、よく
考えてみたら今まで自分の優勝の
中で連覇がないので、今年は、逆
に連覇を強く意識して臨みたいと
思います。

とよく言われますが、データをみる
と、コースが難しくても、難しくな
くても、パーを獲る率が高いんです
ね。ですがその代わりに、平均バー
ディー率がすごく低いので、難しい
コースセッティングだと全体的に選
手のスコアが伸びないので、私が上
位に入れると分析しています。これ
からはどんなコースでも安定してプ
レーを出来るようにならないといけ
ないですし、スコアが出やすいコー
スでは、爆発的なスコアを出さない
と優勝できないので、それを乗り越
えないと、私が賞金女王になるのは
難しいと思っています。その為にも
100ヤード以内のショートゲームの
精度を上げて、バーディー率を高め
ることが課題です。





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 比嘉 真美子 362.0pt 297.0pt 65.0pt 1 ¥78,002,300
2 申 ジエ 323.5pt 268.5pt 55.0pt 1 ¥72,614,951
3 鈴木 愛 316.0pt 279.0pt 37.0pt 4 ¥109,205,000
4 アン ソンジュ 263.5pt 215.5pt 48.0pt 3 ¥81,261,000
5 成田 美寿々 259.0pt 201.0pt 58.0pt 2 ¥79,516,633
6 永井 花奈 240.0pt 170.0pt 70.0pt 0 ¥32,479,448
7 酒井 美紀 226.5pt 152.5pt 74.0pt 0 ¥32,772,451
8 勝 みなみ 222.0pt 152.0pt 70.0pt 0 ¥37,506,200
9 小祝 さくら 213.0pt 146.0pt 67.0pt 0 ¥41,634,951

10 テレサ･ルー 211.5pt 153.5pt 58.0pt 0 ¥38,149,916
11 ユン チェヨン 206.5pt 151.5pt 55.0pt 0 ¥35,134,666
12 フェービー・ヤオ 201.5pt 143.5pt 58.0pt 1 ¥44,721,166
13 森田 遥 200.0pt 138.0pt 62.0pt 0 ¥28,769,593
14 岡山 絵里 198.5pt 142.5pt 56.0pt 1 ¥42,497,866
15 黄 アルム 197.5pt 134.5pt 63.0pt 2 ¥48,569,070
16 福田 真未 186.5pt 125.5pt 61.0pt 1 ¥40,488,642
17 菊地 絵理香 185.5pt 124.5pt 61.0pt 0 ¥41,345,133
18 上田 桃子 178.5pt 118.5pt 60.0pt 0 ¥31,742,833
19 藤本 麻子 174.0pt 107.0pt 67.0pt 0 ¥24,011,391
20 イ ミニョン 173.0pt 128.0pt 45.0pt 1 ¥41,118,583

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 Ariya Jutanugarn THA 58 7.97
2 So Yeon Ryu KOR 47 7.46
3 Inbee Park KOR 34 7.39
4 Sung Hyun Park KOR 51 7.13
5 Lexi Thompson USA 41 6.39
6 Shanshan Feng CHN 48 6.07
7 Minjee Lee AUS 56 5.43
8 I.K. Kim KOR 39 5.2
9 Jessica Korda USA 43 5.04

10 Georgia Hall ENG 37 4.96
11 Hye Jin Choi KOR 41 4.94
12 Moriya Jutanugarn THA 58 4.92
13 Jin-Young Ko KOR 56 4.55
14 Cristie Kerr USA 48 4.5
15 Nasa Hataoka JPN 50 4.5
16 Brooke M. Henderson CAN 60 4.48
17 Lydia Ko NZL 53 4.41
18 Anna Nordqvist SWE 47 4.31
19 Sei Young Kim KOR 54 4.16
20 Carlota Ciganda ESP 52 4.06

2018 年 年間獲得賞金ランキング
順位 氏　名 金額 試合数

1 鈴木 愛 ¥109,205,000 12
2 アン ソンジュ ¥81,261,000 16
3 成田 美寿々 ¥79,516,633 19
4 比嘉 真美子 ¥78,002,300 21
5 申 ジエ ¥72,614,951 17
6 黄 アルム ¥48,569,070 22
7 フェービー・ヤオ ¥44,721,166 20
8 岡山 絵里 ¥42,497,866 19
9 小祝 さくら ¥41,634,951 24

10 菊地 絵理香 ¥41,345,133 21
11 イ ミニョン ¥41,118,583 15
12 福田 真未 ¥40,488,642 20
13 テレサ･ルー ¥38,149,916 18
14 勝 みなみ ¥37,506,200 23
15 ユン チェヨン ¥35,134,666 18
16 有村 智恵 ¥33,511,000 20
17 永峰 咲希 ¥33,096,892 23
18 酒井 美紀 ¥32,772,451 24
19 永井 花奈 ¥32,479,448 24
20 上田 桃子 ¥31,742,833 20

※1  LPGA Mercedes-Benz Player of the Year 選出方法 ※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。
主要な女子の10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。

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 （2018年8月19日現在）
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Tournament Preview 今大会のみどころ

収穫の秋。第51回『日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯』は、アジア

のプロナンバーワン決定戦だ。誰もが渇望するタイトルは、1年で最も長い4日間を

勝ち抜かなければならない。各選手、最高のパフォーマンスを展開するため、最善

の準備を行ってきた。プロセスが運命を、1打が勝負を分ける。

LPGA史上最大の決戦
プロセスが運命を、1打が勝負を分ける



鈴木 愛

李 知姫

イ ボミ

比嘉 真美子

成田 美寿々

過去4年で2勝。鈴木愛は、「1回、2回といわず毎年、
優勝したい」と言い切った。それどころか、「選手権は
1年の計ともいえるような試合。特別です。毎年、コー
スが変わるにもかかわらず、いつも成績がいい。しっ
かりと準備をした結果だと思います。それだけに、去
年は悔しかった。最終日、優勝できるチャンスがあり
ながら、つかむことができない。17年を振り返ると、
そこから調子を落としてしまったように思う。結果は
賞金女王になることができた。でも、選手権の最終日、
もっといいプレーができたら、後半戦で苦しむことは
もっと少なかったでしょう。どの試合も大切です。し
かし、シーズンの流れを考えれば、今年も最高の成績
をおさめたい。ベストのプレーを皆さんに、お見せし
ます」と誓った。

ところが、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の開幕前日、右手首痛を発
症。予想外に故障が長引く。前半戦、4勝をあげ、出場
11試合で、獲得賞金1億円を突破する史上最速記録を
樹立。ただ、好事魔多しだった。よもやの試練に直面
するとは、まったく予想をしていなかっただろう。「プ
ロになって、初めての試練。シーズンの流れがとても
よく、このまま行きたいと気を引き締めていた。期待
に応える。後半戦は、前半戦以上の成績を…と思った
から、けがをした直後、現実をなかなか受け入れられ
ず、本当に苦しかった」と心境を語る。

最も堪えたのは、クラブを握れないことだ。「右手を
つかってはいけない。とにかく安静です、とお医者さ
んにいわれ、7週間もゴルフができなかった。辛くて、
おそろしく長い時間です。何といっても、ゴルフが下
手になってしまう、という焦りが頭を離れない。だけ
ど、8月へ入り、思い悩むことをやめた。私には、選手
権がある。それを目指し、じっくりやっていけばいい。
ゴルフの神様が、今はお休みしなさいといっている。
そう考えたら、前向きになった。ただし、休んでいる
時も、右手をつかわないトレーニングを、ずっと続け
てきた。試合勘をどう取り戻すか。ベストではないけ
ど、今回は焦らず、じっくりと4日間をプレーします」
と自分へ言い聞かせるように話す。

その上で、「私には、練習量は誰にも負けない、そう
いえるだけの自負心がある。それを証明できればうれ
しい」と闘志をにじませた。試練をパワーへ、ピンチ
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をチャンスにとらえれば、道は開かれる。
李知姫は、ディフェンディングチャンピオン。30代

のラストイヤーは、可能性への挑戦だ。「最近、試合に
なると、同組でプレーする選手から、『知姫さん、いっ
たい何歳まで現役でプレーするのですか』と、よくい
われます」と苦笑した。さらに、続ける。「35歳ぐらい
まではツアーの第一線でプレーしたい。以前は、そん
なことを描いていました。だけど、体に故障を抱えて
いるわけではない。35歳を過ぎても、体力が落ちてき
たと感じないし、クラブなどが進化したおかげで、飛
距離が落ちたなど、数値に表れた変化が何もありませ
ん。大切な、モチベーションだって落ちていない。そ
れどころか、ますますゴルフが楽しくなった。最近、
何歳までと質問された時は、私が知りたい。そう答え
ます」と表情は明るい。

柔軟な思考法は、トップへ君臨する原動力。「1ラウ
ンドの平均バーディー数を、増やしたい。連覇のカギ
は、そこにあるでしょう。そのためにはどうしたら良
いかと考え、選手権のためにショートアイアンに磨き
をかけた。ギャラリーの皆さんにも、見ていただきた
い」とさりげなくアピールした。一方、昨年の大会優
勝の、誰も知らないエピソードを明かす。キーワード
は、シャーロック・ホームズ。最終日、濃霧と2度の雷
雲接近で計3時間50分、スタートが遅くなった。時間を
有効利用したことが、より高い集中力を発揮した要因
である。
「どうしたら、リラックスできるか。それを第一に考

えた。私は、スマートフォンのアプリを使って、朗読
を聴きました。シャーロック・ホームズの冒険。楽し
かった」。ゴルフは、先が読めないミステリーのような
ものだ。要所、要所で客観的な判断を行うのもプロの
資質である。プレー中、ワトスンくん、どうしたら…
の、自問自答が行われたなど知る由もなかった。

静から動へ。9月の富山県は注目が集まる。3日まで、
おわら風の盆が行われた。哀愁に満ちた胡弓の調べに
乗せ、美しい街並みを男女が静かで洗練された、踊り
を披露。えもいわれぬ光景が来訪者を魅了した。小杉
カントリークラブは、会場となった八尾地区に近い、
射水市にある。立山連峰を望む美しいコースだ。トッ
ププロが死力を尽くし、何かをつかもうと一心にプ
レーする姿も、見どころのひとつである。

今季、不振に苦しむイボミは、絶対女王と評された。
「選手権のおもしろさは日々、だんだんとコースがわ
かってくることにある。つらいことも、新しい発見が
あれば、それを上回ってしまう。プロ冥利につきる大
会だと、私は感じます」。13年大会では、荒天に耐え
抜き、念願のタイトルを獲得した」。比嘉真美子との6
ホールにわたるプレーオフは、史上に残る名勝負だろ
う。とはいえ、「72ホールの勝負で、優勝したかった。
それが心残り」と今回の奮起材料とした。

比嘉は今季、シーズンを通して好調。「13年の大会で
敗れたのは、すごく調子が良かったこともあって、本
当に残念でした。同時に、あの試合で負けたから、絶
対にこのタイトルを獲得したい。そんな執念のような
気持ちが芽生えた。チャンピオンになりたいです。今
回は、それしかありません」と、きっぱり言い切った。

今季、好調といえば、光の92世代。前半戦2勝で、躍
進中の成田美寿々が代表である。「私の世代は、キャラ
クターが濃い。ゴルフがうまい」。アース・モンダミン
カップの名言が忘れられない。「選手権は毎年、狙って
いる試合です。優勝を意識するから、とても難しい。
それが、挑戦する気持ちをかきたてる原動力。今年も
当然、狙います」とストレートに表現した。加えて、同
世代の福田真未も、勢いを味方に上昇中だ。「北海道
meijiカップで優勝したことで、選手権優勝が、視界へ
入ってきました。振り返ると、13年の選手権でプロに
なって初めて、耐えるゴルフを試合で実践できた思い
出がある。今回は、最高の準備をして臨みます」と頼
もしい。

もちろん、話題の黄金世代もスポットを浴びる。勝
みなみ、新垣比菜、小祝さくらなどが初出場。当コー
スは、生涯忘れない思い出がつまっている。17年、最
終プロテストに合格。ここからプロの歩みがスタート
したのだ。1年間の進化を、どんなプレーで体現する
か。興味はつきない。

立春から、二百十日が過ぎた。実りの秋を実感する
のは、たった1人でも、そこへ至るプロセスは、知ら
れざるドラマがたくさんあった。執筆中、あるメロ
ディーを口ずさんでいることに気がつく。タイトル
は、’S Wonderful。なんて素晴らしい。だから、LPGA
ツアーは、ギャラリーを魅了し続けるのだ。

Tournament Preview 今大会のみどころ



ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント

ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ

Ｔポイントレディス ゴルフトーナメント 

アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI

ヤマハレディースオープン葛城

スタジオアリス女子オープン

KKT杯バンテリンレディスオープン

フジサンケイレディスクラシック

サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント 

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

ほけんの窓口レディース

中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン

リゾートトラスト レディス

ヨネックスレディスゴルフトーナメント

宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 

ニチレイレディス

アース・モンダミンカップ

ニッポンハムレディスクラシック

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 

センチュリー21レディスゴルフトーナメント

大東建託・いい部屋ネットレディス

北海道 meiji カップ

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント

CAT Ladies

ニトリレディスゴルフトーナメント

ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント

日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯

マンシングウェアレディース東海クラシック

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

日本女子オープンゴルフ選手権競技

スタンレーレディスゴルフトーナメント

富士通レディース

NOBUTA GROUP マスターズGCレディース

樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント

TOTOジャパンクラシック

伊藤園レディスゴルフトーナメント

大王製紙エリエールレディスオープン

LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
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第1回リランキングリストにより
出場資格付与開始

第2回リランキングリストにより
出場資格付与開始

第2回
リランキング上位者

第1回
リランキング上位者
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9
リランキングは
6月と9月に実施

リランキング後は、
リランキング上位者に
出場資格付与
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シード選手へは、
1年を通じて
出場資格付与

※日本女子オープン、TOTO
ジャパンクラシック、ツアー
チャンピオンシップ除く

シード選手以外への
出場資格付与は、
リランキングまで

月 週 リランキング LPGAツアー有資格大会名

第1回 リランキング実施

第2回 リランキング実施

※週番号は、1月の「第1月曜日より日曜日までの7日間」を第1週として決定されている。

リランキング制度概要

　シーズンの途中に、シード選手以外のTP登録者を、
賞金ランキング上位順に並び替え（並び替えたリスト
をリランキングリストという）翌々週の競技から、リ
ランキングリストに基づき出場資格を付与する。

リランキング制度について A b o u t  R e r a n k i n g  S y s t e m

POINT

01
〈2018年実施時期 ※2回（6月、9月）実施〉

① 『アース・モンダミンカップ』終了後、リランキング
を行い、『ニッポンハムレディスクラシック』より、
出場資格を付与

② 『ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン』終了後、
リランキングを行い、『スタンレーレディスゴルフ
トーナメント』より、出場資格を付与

18

※リランキング実施時、獲得賞金が同じ場合の優先順位は次の通りとする。
　①2017年度賞金シード次点5名（賞金ランキング51 ～55位）の者
　②2017年度ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング1位の者
　③QTランキングリスト上位順

注意
事項

　④生涯獲得賞金ランキング上位順
※リランキング後は、現地ウェイティングもリランキングリストの優先順位により行う。 
※ ステップ・アップ・ツアーにおいては、リランキングリストは使用せずに、1 年を通し

てQTランキングリストにより出場資格を付与する。



　今年から、選手間の競争力を高め、ツアー強化を図
るために、リランキング制度を導入しています。こ
れまでと違い、昨年のQTの成績が良かった選手も、6
月までしか出場権が保証されていないので、シーズ
ンを通して試合に出るためには、常に頑張らないと
いけない。QTの成績が悪かった選手は、今年の試合
で上位に入ることで、後半戦に出場できるチャンス
が生まれるので必死になっている姿がすごく見える。
毎週色んな選手にチャンスが生まれるので、それが
プレーにすごく反映されています。この1打が入るか
入らないか、ちょっとでも上にいくためにプレーに

しがみつく気迫、活力がみなぎっている感じがしま
す。その試合、その試合への入り込みかたが、以前よ
りもグッと増しているので、そういうところもゴル
フを観ている人たちのおもしろさにつながっている
と思います。
　また、一年間頑張ったシード選手との差別化、シー
ド選手の価値を上げていくことも目的としてありま
す。今調子が良い人が試合に出場する、今の実力を即
座に反映するシステム、それがツアーの活性化につ
ながっていくと思っています。

　リランキング1位となったのは、アース・モンダミン
カップ終了時点までの前半戦で、優勝こそないものの、
出場17試合でトップ10入り6回と安定した成績を残し、
賞金3,200万円余りを獲得した勝みなみ。リランキング

2位には、ルーキーイヤーながら4月の「サイバーエー
ジェントレディス」でツアー初優勝を飾った新垣比菜
が入った。試合により異なるが概ね上位40名に入れば
第1回リランキング後の出場資格が与えられる。

LPGA小林浩美会長が語るリランキング制度について

第1回リランキング上位者

順位 氏名 獲得賞金 試合数 順位 氏名 獲得賞金 試合数

1 勝 みなみ ¥32,027,200 17 21 キム ヘリム ¥7,284,000 10

2 新垣 比菜 ¥23,905,500 12 22 野澤 真央 ¥6,951,208 16

3 酒井 美紀 ¥23,018,451 17 23 岩橋 里衣 ¥6,889,333 13

4 有村 智恵 ¥20,407,250 15 24 大里 桃子 ¥6,694,000 17

5 権藤 可恋 ¥18,350,379 17 25 大出 瑞月 ¥6,479,000 17

6 ジョン ジェウン ¥17,604,300 15 26 木村 彩子 ¥6,330,571 9

7 小祝 さくら ¥15,639,951 17 27 チャン ウェイウェイ ¥5,723,285 15

8 松田 鈴英 ¥12,356,800 16 28 原 英莉花 ¥5,660,166 8

9 石川 明日香 ¥12,004,000 14 29 諸見里 しのぶ ¥5,453,333 11

10 横峯 さくら ¥10,964,000 8 30 松森 彩夏 ¥5,063,571 15

11 一ノ瀬 優希 ¥10,135,332 12 31 鬼頭 桜 ¥4,864,000 17

12 濱田 茉優 ¥9,421,000 15 32 飯島 茜 ¥4,744,000 16

13 原 江里菜 ¥9,060,333 14 33 豊永 志帆 ¥4,683,125 17

14 松森 杏佳 ¥8,930,000 17 34 小楠 梨紗 ¥4,382,800 17

15 金田 久美子 ¥8,695,999 16 35 エイミー ･コガ ¥3,745,800 9

16 黄 アルム ¥8,462,999 16 36 沖 せいら ¥3,721,000 15

17 佐伯 三貴 ¥8,220,000 14 37 天良 枝里子 ¥3,699,000 17

18 金澤 志奈 ¥7,945,583 15 38 小野 祐夢 ¥3,602,333 16

19 カリス・デイビッドソン ¥7,873,200 14 39 安田 彩乃 ¥3,555,000 12

20 三浦 桃香 ¥7,600,999 16 40 前田 陽子 ¥3,200,833 16

順位 氏名 順位 氏名

1 髙橋 恵 21 江澤 亜弥
2 松森 彩夏 22 高橋 彩華
3 田村 亜矢 23 山本 薫里
4 権藤 可恋 24 土田 沙弥香
5 金田 久美子 25 小楠 梨紗
6 篠原 まりあ 26 勝 みなみ
7 ジョン ジェウン 27 豊永 志帆
8 有村 智恵 28 金澤 志奈
9 小祝 さくら 29 沖 せいら

10 大出 瑞月 30 チャン ウェイウェイ
11 カリス・デイビットソン 31 宮田 成華
12 竹内 美雪 32 佐々木 慶子
13 鬼頭 桜 33 亀田 愛里
14 一ノ瀬 優希 34 三浦 桃香
15 槇谷 香 35 小野 祐夢
16 大里 桃子 36 石川 明日香
17 小橋 絵利子 37 前田 陽子
18 松田 鈴英 38 小倉 ひまわり
19 松森 杏佳 39 岩橋 里衣
20 野澤 真央 40 ベイブ・リュウ
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第 1 回リランキング上位者 40 名 QT ランキング上位者 40 名
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塩谷 育代
コースセッティング担当

自然の地形を残しつつ、本来の持ち味を活かす
レイアウトに仕上げられた丘陵コース

ホールガイドHo l e  Gu i d e

TOTAL 6,605Yards PAR 72

ホール解説
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まっすぐ見通しが良くティショットを
気持ちよく思い切り打てるスターティ
ングホール。グリーンは左手前か
ら速い為、手前から攻めたいが、
グリーン左手前のバンカーが罠に
なっている為注意が必要。

380Yards Par 4

HOL E

Ho l e  Gu i d e

01

スネーク（Ｓ字）状になっている
Par5。持ち玉を考慮したティショット
で確実にフェアウェイを捕らえたい。
サード地点のフェアウェイが狭く左
足上がりになっているが、グリーンを
狙いやすい左サイドに置けるかが
ポイントになる。

まっすぐ見通しは良いが、少し距離
のあるPar4。ティショットは左サイド
のOBを警戒したい。フェアウェイ左
サイドが狭くなっているので狙いどこ
ろに神経を使うホール。比較的グ
リーン面はセカンド地点から見える
ので打ち易いが、グリーン奥の右サ
イドはOBが近いので、クラブ選択と
距離感が試される。

510Yards

395Yards

Par5

Par 4

HOL E

HOL E

02

03

ホールガイド
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約10ヤードの打ち下ろしとなり、風が
吹くと難易度が上がる。落下地点は
風を受けやすい為にピンの位置によっ
ては距離のジャッジが難しい。更に
二段グリーンになっているので、上の
段にカップが切られるとボールを止め
る技術も要求され、クラブ選択が重
要になる。OUTコースのキーポイントと
なるホール。

175Yards Par 3

HOL E 04

やや距離のあるPar４。ティショットを
右の土手に落としてしまうと、前の3
本の木に先を阻まれ、セカンドショット
でグリーンを狙いづらくなる。グリーン
右手前には大きな池があり、セカンド
の距離がしっかりあるので、グリーン
を狙えるポジションにティショットを置け
るかで難易度が大きく変わるホール。

見通しの良い池超えのPar３。
ティインググラウンドを新設し、ピン
の位置に合わせてティショットのバ
リエーションが増えるように左右の
幅を広く設定している。グリーンも
広い為、バーディーを狙って果敢
に攻めるプロのショットとテクニック
が見ものになるホール。

400Yards

150Yards

Par 4

Par 3

HOL E

HOL E

05

06
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全体的にフェアウェイが軽い右ドック
レッグで少し距離のあるPar４。風
は左から右に吹くことが多い。木な
ど風を遮るものがなく吹き抜けてくる
のでセカンドショットとグリーン周りに
影響が出やすい。風を計算しての
クラブ選択が重要になるホール。

400Yards Par 4

HOL E

Ho l e  Gu i d e

07

セカンドから軽い打ち上げと左ドッグ
レッグとなるPar５。セカンドショット
は左サイドのOBに気をつけながらグ
リーンを狙う為、ティショットは左サイ
ドのバンカーを避けてフェアウェイ右
サイドをキープできるかが重要となっ
てくる。アゲインストの風が吹くことが
多く、実際より距離を⻑く感じ、難
易度が上がるホール。

セカンド地点から右ドックレッグと
なっているPar４。右サイドにはバン
カー、OBもあるのでティショットは左
サイドを狙っていきたい。
セカンドから打ち下ろしだが、アゲ
インストの風になるので距離感とク
ラブ選択が重要になる。グリーンを
しっかり狙えるかがポイント。

535Yards

395Yards

Par5

Par 4

HOL E

HOL E

08

09

ホールガイド
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距離の短いPar４。今大会の為に
セカンド地点左サイドにバンカー、
右のバンカー奥にグラスバンカーを
新設している。これによりティショット
は落としどころに神経をつかう。ティ
ショットがフェアウェイキープ出来れ
ばセカンドショットは残り距離が短い
のでバーディーチャンスが生まれる
ホール。

360Yards Par 4

HOL E 10

距離は短いが難易度の高いPar５。ロ
ングヒッターはティショットを左サイドの
OBラインの右に思い切り良く打ち出し
ていければツーオンも可能になる。右
サイドの1本松が効いているため、確
実にサードショットを狙い、バーディー
をとりたい。グリーン右手前バンカーが
深く、ピンがバンカー越えの場合はグ
リーン周りの距離感がつかみづらい。

打ち上げのPar４。ティショットは思い切
り打っていきたい。セカンドショットは少し
グリーン面が見づらい。その為にグリー
ンオーバーに気をつけて攻めていく必
要がある。グリーン右奥はボールが止ま
りづらい為、右サイドにカップが切られる
と難易度が上がる。キャリーとランの計
算が難しくなり、クラブ選択とボールを
止める技術が要求されるホール。

475Yards

395Yards

Par5

Par 4

HOL E

HOL E

11

12
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打ち下ろしのPar３。ホール全体が
少しすり鉢状になっている為、上空
の風が巻くホール。ティインググラウ
ンドからは打ちやすい様に見えるが、
風の影響を受けやすい為、風を読
んだクラブ選択と距離感が重要に
なる距離のあるショートホール。

200Yards Par 3

HOL E

Ho l e  Gu i d e

13

見通しの良いPar４。グリーン周り
は花道を狭くしている。ティインググラ
ウンドが右を向いている為に、アドレ
スの向きと左サイドOBに注意が必
要となる。ティショットがフェアウェイを
キープ出来ればバーディーも狙える
ホール。ロングヒッターは右サイドの
OBにも気をつけたい。

セカンド地点から右ドッグレッグの
Par５。セカンド地点からグリーン
が見えないので、ティショットをフェア
ウェイ左サイドの良いポジションに捕
らえられれば、ツーオンのチャンスが
ある。サードショット狙いを選択する
にしても確実にバーディーが欲しい
ホール。

375Yards

490Yards

Par 4

Par5

HOL E

HOL E

14

15

ホールガイド
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左ドッグレッグのPar４。飛距離の
違いでティショットの狙いが変わって
くるホール。ロングヒッターで左バン
カーの上を行くならドライバーを持た
ない選択肢もある。選手の攻め方
の違いを見られるのが面白いホール。

385Yards Par 4

HOL E 16

見た目は比較的易しいPar３。しか
し、見た目に反して、グリーン奥に
は背の高い林帯、そしてグリーン両
サイドが風の通り道となっているの
で、風がまわることが多く、選手は風
に悩まされるでしょう。

飛距離の差によって攻め方が変わ
る、距離がしっかりとあるPar４。ロ
ングヒッターは右サイドの崖に気を
つけながらティショットを打つ。ティ
ショットが左にいってしまうとグリーン
周りで池が絡んできてしまう為に難
易度が上がる。最終ホールに相応
しく何かドラマが生まれそうな期待
ができる。

165Yards

420Yards

Par 3

Par 4

HOL E

HOL E

17

18
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1967年に発足し、昨年、創立50周年
を迎えた日本女子プロゴルフ協
会。本大会は、その歴史とともに
歩み続け、“アジアナンバーワン”
の女子プロゴルファーを決めるメ
ジャーに成長してきた。これから
の50年に向け、さらなるゴルフの
普及、拡大を目指している小林浩
美会長に、“黄金世代”と呼ばれ
る若手選手の台頭、そして中堅・
ベテラン勢が活躍している今季
のLPGAツアーについて、そして
今後の選手たちに期待することを
語ってもらった。

1982年以来、2回目となる富山県で
の開催となりますが、今年、小杉CCを
開催コースに選んだ理由と、小杉CC
の印象について。

今季のLPGAツアー前半戦を振り返っ
て、1998年生まれ、黄金世代の選手
たちの活躍が目立っています。

　本大会はゴルフの普及、拡大を目
的に、これまで50年間開催してきま
した。日本全国にゴルフを普及する
ことを目的としているので、毎年開
催県を変えていますし、日本全国を
回ることをベースにしています。そ
のなかでパブリックコースで開催
したいと考え、今年は小杉CCでの
開催に決まりました。小杉CCは27
ホールあり、そのなかから特徴があ

　昨年、トップアマチュアの選手が
こぞってプロテストに合格しまし
た。15歳のときに優勝した勝みなみ
さんをはじめ、その年代の子たち
は、アマチュアのときからプロの試
合で優勝争いに加わっていました

る18ホールをセレクトしています。
攻めるところと守るところと、戦略
的なコースマネジメントが求めら
れると思います。

し、プロの世界に入ってからも同じ
ように実力を出してくれて上位争
いしているので、見応えが増してい
ると思います。実際に新垣比菜さん
はサイバーエージェントで勝って、
同世代の選手たちに非常に大きな
刺激を与えましたし、勝さん、小祝
さくらさんなど、みんな優勝を狙え
る位置でガンガン戦っています。ア
マチュア時代の実力のうえに、プロ
になってからさらに安定した力を
身に付け、持っている力を十分に発
揮していると思います。

小林 浩美 インタビュー
一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会会長

Hiromi Kobayashi Interview
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昨年から出場資格にアジア枠を導入
されましたが、導入した狙いや、期待
すること。

今年アジア枠で出場する3選手、ジャ
ン ハナ（韓国）、スパマス・サンチャン

（タイ）、ヤン ジン（中国）について。

一方、41歳大山志保選手の優勝など
ベテラン勢の活躍も。

を目指しています。今年は出場し
たい選手も増えてきましたし、将
来的にアジアのなかのメジャー
といったら、日本女子プロゴルフ
選手権大会コニカミノルタ杯だよ
ね、というところまでもっていき
たいと思っています。

　日本は、アジアのなかでも一番
最初に女子ゴルフが発展して50年
が経ちました。本大会は、これま
で女子プロゴルファー“日本一”を
決める大会として50回開催してき
ましたが、年々グローバル化して
きたこともあり、昨年から“アジ
ア一”を決める大会として、アジ
アナンバーワンを決めるメジャー

　アメリカをはじめ、世界各国でメ
ジャー大会を開催していますが、プ
ロゴルファーになったからにはメ
ジャーで勝ちたいのは当たり前で、
どの選手も同じ気持ちを持っていま
す。今年出場する3選手も、日本のメ
ジャーで勝ちたいという気持ちがあ
ると思うので、持っている力を存分
に発揮してほしいと思います。

　大山さんの優勝は、勝ちにこだ
わった結果でしたね。勝つために、
今自分が持っているゴルフをどう
するかという、非常に示唆に富んだ
勝ち方をしたと思います。完全に自
分の調子が良くないと勝てないと
か、調子を最高の状態にしないと勝
てないとかではなく、大山さんから
すればスイングスピードも最高潮
ではなかったと思うし、昔みたいに
打てなくても、数字を作る、スコア
を作るゴルフに徹していました。つ
まり、勝ちにこだわったゴルフをや
り切った、勝ち方というのは何ぞ
やというのを出した、勝つために向
かう心のスタンスが非常に大きな
意味を持っていたと思います。私か
ら見れば、そこを徹底してやれたの

は、大山さんさすが実力者というの
を感じました。勝ちたいという気持
ち、勝つために根本的にどうするか
という、飽くなき優勝への渇望と
か、優勝への執念があるから、大山
さんみたいな勝ち方ができると思
うんですよね。

In terv iew
Hiromi  Kobayashi



（2018年8月19日現在）
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メジャータイトルを獲るために必要
なこと。

2年後に迫った、2020年の東京オリン
ピックに向けて選手に期待すること。

　それぞれの選手がそれぞれに模
索して、その時のベストを出す。
その時のベストを出すことこそ
が、ベストだと思うんですよね。
それは選手によって何が自分のベ
ストなのかそれぞれ考えて、そこ
にバイオリズムを持ってくるよう
に調整する人もいるだろうし、い
ろんな日々取り組んでいるなかで
これだという人もいるだろうし。
でも根本的には勝ちたいという気

　協会では2013年からツアー強化を行
い、協会ができるハード面のバックアッ
プとか、色々なことに取り組んでいま
す。選手たちは能力を持っている人が多
いので、さらに引き上げていき、やはり
東京開催ですし、日本で自国開催のオリ
ンピックは一生に一回あるかどうかな
ので、そこに向かってみんな出場資格を
得るように日々切磋琢磨してほしいと
思っています。そして、代表になって是
非金メダルを獲ってほしいですね。

持ちがないとダメなんですよ。メ
ジャータイトルを獲りたいという
気持ちがないと。その獲りたい気
持ちをどう体現するのか、どうプ
レーに反映させるのかが、一番の
難しさではあるんですけどね。選
手は色々な想いを持ってプレーし
ているので、心の動きがプレーの
ストローク、ショット、そしてス
コアに出たりします。観戦の切り
口は色々あると思いますが、そう
いう部分も見ながら応援してほし
いですね。

アジア枠出場選手紹介CHECK

勝 みなみ 小祝 さくら 大山 志保新垣 比菜

生年月日 1992年5月2日
通算勝利数 14勝

ロレックスランキング 44位
プロ転向 2010年

2018賞金 3位（KLPGA）

生年月日 1996年4月2日
通算勝利数 4勝

ロレックスランキング 190位
プロ転向 2015年

2018賞金 73位（LET）

生年月日 1996年3月28日
通算勝利数 0勝

ロレックスランキング 272位
プロ転向 2015年

2018賞金 149位（USLPGA）

韓国 タイ 中国

ジャン ハナ スパマス・サンチャン ヤンジン
H a -Na  Ja n g S u pa m a s  S a ng cha n Ya n  Ji ng



2017
Champion

2014,2016
Champion

2015
Champion

2013
Champion

2012
Champion

2010
Champion

2009
Champion

2007
Champion

2003,2005
Champion
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Player's Profile 選手紹介

1979年2月12日（韓国）
2000年9月1日（72期生）
18年獲得賞金：¥25,849,725（25位）
18年平均ストローク：71.2963（8位）
● 通算優勝回数：22回
● メルセデスランキング：26位
● ロレックスランキング：93位

延田グループ
1988年8月21日（韓国）
2017年10月1日（89期生）
18年獲得賞金：¥4,517,333（89位）
● 通算優勝回数：21回
● メルセデスランキング：100位
● ロレックスランキング：144位

ダイキン工業
1986年7月16日（沖縄県）
2005年8月1日（77期生）
18年獲得賞金：¥6,275,333（77位）
18年平均ストローク：73.9346（88位）
● 通算優勝回数：9回
● メルセデスランキング：84位
● ロレックスランキング：406位

セールスフォース
1994年5月9日（徳島県）
2013年8月2日（85期生）
18年獲得賞金：¥109,205,000（1位）
● 通算優勝回数：9回
● メルセデスランキング：3位
● ロレックスランキング：23位

日本HP
1987年11月22日（熊本県）
2006年8月1日（78期生）
18年獲得賞金：¥33,511,000（16位）
18年平均ストローク：72.3091（41位）
● 通算優勝回数：14回
● メルセデスランキング：24位
● ロレックスランキング：118位

サーフビバレッジ
1983年7月11日（千葉県）
2005年8月1日（77期生）
18年獲得賞金：¥8,772,750（69位）
18年平均ストローク：73.6012（79位）
● 通算優勝回数：7回
● メルセデスランキング：68位
● ロレックスランキング：293位

太陽生命
1987年10月13日（台湾）
2017年12月1日（89期生）
18年獲得賞金：¥38,149,916（13位）
18年平均ストローク：70.8094（4位）
● 通算優勝回数：16回
● メルセデスランキング：10位
● ロレックスランキング：40位

チェリーゴルフ
1985年11月22日（栃木県）
2006年8月1日（78期生）
18年獲得賞金：¥15,149,416（46位）
18年平均ストローク：72.5020（47位）
● 通算優勝回数：5回
● メルセデスランキング：39位
● ロレックスランキング：171位

1976年10月14日（熊本県）
1996年9月1日（68期生）
18年獲得賞金：¥2,244,000（105位）
● 通算優勝回数：50回
● メルセデスランキング：123位
● ロレックスランキング：412位

Ji-Hee Lee

Bo-Mee Lee

Shinobu Moromizato

Ai Suzuki

Chie Arimura

Akane Iijima

Teresa Lu

Saiki Fujita

Yuri Fudoh

李 知姫

イ ボミ

諸見里 しのぶ

鈴木 愛

有村 智恵

飯島 茜

テレサ・ルー

藤田 さいき

不動 裕理



1995,2000
Champion
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1972年4月14日（熊本県）
1992年9月1日（64期生）
● 通算優勝回数：10回
　
　
　
　

スリーボンド
1988年4月28日（韓国）
2008年12月1日（80期生）
18年獲得賞金：¥72,614,951（5位）
18年平均ストローク：70.3816（1位）
● 通算優勝回数：16回
● メルセデスランキング：2位
● ロレックスランキング：26位

1982年11月1日（韓国）
2006年8月1日（78期生）
18年獲得賞金：¥25,452,833（26位）
18年平均ストローク：71.7614（24位）
● 通算優勝回数：25回
● メルセデスランキング：22位
● ロレックスランキング：88位

Q CELLS
1992年3月13日（韓国）
2017年6月1日（89期生）
18年獲得賞金：¥41,118,583（11位）
18年平均ストローク：71.3345（11位）
● 通算優勝回数：3回
● メルセデスランキング：20位
● ロレックスランキング：45位

かんぽ生命
1986年6月15日（熊本県）
2005年8月1日（77期生）
18年獲得賞金：¥31,742,833（20位）
18年平均ストローク：71.2315（7位）
● 通算優勝回数：12回
● メルセデスランキング：18位
● ロレックスランキング：69位

モスバーガー
1987年8月31日（韓国）
2011年1月1日（83期生）
18年獲得賞金：¥81,261,000（2位）
18年平均ストローク：70.7103（3位）
● 通算優勝回数：26回
● メルセデスランキング：4位
● ロレックスランキング：42位

HITE JINRO
1988年12月17日（韓国）
2017年6月1日（89期生）
18年獲得賞金：¥9,836,000（66位）
18年平均ストローク：72.4657（45位）
● 通算優勝回数：6回
● メルセデスランキング：63位
● ロレックスランキング：72位

加賀電子
1994年10月13日（神奈川県）
2016年7月30日（88期生）
18年獲得賞金：¥18,525,713（35位）
18年平均ストローク：72.2128（37位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：41位
● ロレックスランキング：86位

オンワードホールディングス
1992年10月8日（千葉県）
2013年8月2日（85期生）
18年獲得賞金：¥79,516,633（3位）
18年平均ストローク：70.9653（5位）
● 通算優勝回数：10回
● メルセデスランキング：5位
● ロレックスランキング：56位

Aki Takamura

Jiyai Shin

Mi-Jeong Jeon

Min-Young Lee

Momoko Ueda

Sun-Ju Ahn

Ha-Neul Kim

Fumika Kawagishi

Misuzu Narita

高村 亜紀

申 ジエ

全 美貞

イ ミニョン

上田 桃子

アン ソンジュ

キム ハヌル

川岸 史果

成田 美寿々

（2018年8月19日現在）
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Player's Profile 選手紹介

TOYO TIRES
1993年10月11日（沖縄県）
2012年7月27日（84期生）
18年獲得賞金：¥78,002,300（4位）
18年平均ストローク：70.4314（2位）
● 通算優勝回数：4回
● メルセデスランキング：1位
● ロレックスランキング：43位

アマダホールディングス
1982年6月20日（神奈川県）
2008年8月1日（80期生）
18年獲得賞金：¥12,040,779（55位）
18年平均ストローク：72.8292（60位）
● 通算優勝回数：2回
● メルセデスランキング：50位
● ロレックスランキング：170位

三愛石油
1990年5月28日（岡山県）
2009年8月1日（81期生）
18年獲得賞金：¥24,011,391（27位）
18年平均ストローク：71.9865（28位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：19位
● ロレックスランキング：131位

1996年7月19日（香川県）
2017年11月1日（89期生）
18年獲得賞金：¥28,769,593（22位）
18年平均ストローク：71.3882（13位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：13位
● ロレックスランキング：110位

富士通
1996年1月30日（宮崎県）
2014年8月1日（86期生）
18年獲得賞金：¥18,822,132（34位）
18年平均ストローク：72.2426（39位）
● メルセデスランキング：47位
● ロレックスランキング：155位
 

デンソー
1997年6月16日（東京都）
2016年7月30日（88期生）
18年獲得賞金：¥32,479,448（19位）
18年平均ストローク：71.4000（14位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：6位
● ロレックスランキング：108位

京セラ
1987年11月4日（熊本県）
2006年8月1日（78期生）
18年獲得賞金：¥17,587,666（40位）
18年平均ストローク：71.7015（21位）
● 通算優勝回数：5回
● メルセデスランキング：29位
● ロレックスランキング：122位

1992年9月28日（韓国）
 
18年獲得賞金：¥30,813,475（21位）
18年平均ストローク：71.4449（15位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：25位
● ロレックスランキング：97位

東芝
1996年3月3日（徳島県）
2014年8月1日（86期生）
18年獲得賞金：¥1,017,000（122位）
18年平均ストローク：75.4962（99位）
● メルセデスランキング：96位
● ロレックスランキング：229位
 

Mamiko Higa

Yukari Nishiyama

Asako Fujimoto

Haruka Morita

Asuka Kashiwabara

Kana Nagai

Ritsuko Ryu

Hee-Kyung Bae

Kotone Hori

比嘉 真美子

西山 ゆかり

藤本 麻子

森田 遥

柏原 明日架

永井 花奈

笠 りつ子

ペ ヒギョン

堀 琴音
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GOLF5
1987年11月11日（愛知県）
2008年8月1日（80期生）
18年獲得賞金：¥26,779,808（23位）
18年平均ストローク：71.9871（29位）
● 通算優勝回数：2回
● メルセデスランキング：23位
● ロレックスランキング：128位

ニトリ
1996年6月4日（大阪府）
2015年8月1日（87期生）
18年獲得賞金：¥42,497,866（8位）
18年平均ストローク：71.6803（19位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：14位
● ロレックスランキング：105位

えんホールディングス
1992年6月15日（福岡県）
2011年8月1日（83期生）
18年獲得賞金：¥40,488,642（12位）
18年平均ストローク：71.4583（16位）
● 通算優勝回数：2回
● メルセデスランキング：16位
● ロレックスランキング：113位

オンワードホールディングス
1988年7月12日（北海道）
2008年8月1日（80期生）
18年獲得賞金：¥41,345,133（10位）
18年平均ストローク：71.3283（10位）
● 通算優勝回数：3回
● メルセデスランキング：17位
● ロレックスランキング：94位

1976年3月15日（韓国）
2017年12月1日（89期生）
18年獲得賞金：¥5,351,571（82位）
18年平均ストローク：73.1053（63位）
● 通算優勝回数：3回
● メルセデスランキング：89位
● ロレックスランキング：189位

大和証券
1994年1月28日（神奈川県）
2015年8月1日（87期生）
18年獲得賞金：¥7,585,000（74位）
18年平均ストローク：72.7790（58位）
● メルセデスランキング：71位
● ロレックスランキング：216位

アマノ
1987年4月28日（神奈川県）
2009年8月1日（81期生）
18年獲得賞金：¥11,268,050（59位）
18年平均ストローク：72.4476（44位）
● 通算優勝回数：7回
● メルセデスランキング：54位
● ロレックスランキング：159位

GOLF5
1994年10月7日（福島県）
2015年8月1日（87期生）
18年獲得賞金：¥12,655,750（52位）
18年平均ストローク：72.8009（59位）
● メルセデスランキング：31位
● ロレックスランキング：188位
 

三和シヤッター工業
1993年2月8日（群馬県）
2011年8月1日（83期生）
18年獲得賞金：¥23,484,333（28位）
18年平均ストローク：72.1486（35位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：33位
● ロレックスランキング：139位

Lala Anai

Eri Okayama

Mami Fukuda

Erika Kikuchi

Soo-Yun Kang

Rie Tsuji

Yumiko Yoshida

Saki Takeo

Serena Aoki

穴井 詩

岡山 絵里

福田 真未

菊地 絵理香

姜 秀衍

辻 梨恵

吉田 弓美子

武尾 咲希

青木 瀬令奈

（2018年8月19日現在）
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Player's Profile 選手紹介

加賀電子
1992年5月1日（岡山県）
2012年7月27日（84期生）
18年獲得賞金：¥18,411,000（36位）
18年平均ストローク：72.0665（30位）
● メルセデスランキング：35位
● ロレックスランキング：194位

大東建託
1993年9月19日（静岡県）
2012年7月27日（84期生）
18年獲得賞金：¥8,238,250（72位）
18年平均ストローク：73.2870（68位）
● 通算優勝回数：3回
● メルセデスランキング：65位
● ロレックスランキング：227位

広島CC
1995年11月14日（大分県）
2014年8月1日（86期生）
18年獲得賞金：¥10,053,808（62位）
18年平均ストローク：72.7185（57位）
● メルセデスランキング：69位
● ロレックスランキング：234位
 

1992年12月15日（台湾）
2018年5月1日（90期生）
18年獲得賞金：¥ 44,721,166（7位）
18年平均ストローク：71.3630（12位）
● 通算優勝回数：2回
● メルセデスランキング：12位
● ロレックスランキング：99位

日本触媒
1996年6月8日（兵庫県）
2015年8月1日（87期生）
18年獲得賞金：¥17,367,250（41位）
18年平均ストローク：72.4791（46位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：42位
● ロレックスランキング：203位

京豊エンジニアリング
1991年4月27日（台湾）
2013年8月2日（85期生）
18年獲得賞金：¥11,465,300（58位）
18年平均ストローク：72.6250（51位）
● メルセデスランキング：49位
● ロレックスランキング：221位

Q CELLS
1987年3月5日（韓国）

18年獲得賞金：¥ 35,134,666（15位）
18年平均ストローク：71.1659（6位）
● メルセデスランキング：11位
● ロレックスランキング：100位

富士住建
1993年3月12日（東京都）
2012年7月27日（84期生）
18年獲得賞金：¥22,535,950（30位）
18年平均ストローク：72.0873（32位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：28位
● ロレックスランキング：156位

ランテック
1996年7月13日（福岡県）
2018年7月28日（90期生）
18年獲得賞金：¥9,712,333（67位）
18年平均ストローク：72.2251（38位）
● メルセデスランキング：67位
● ロレックスランキング：239位

Hiroko Azuma

Ayaka Watanabe

Miyu Shinkai

Phoebe Yao

Shoko Sasaki

Pei-Ying Tsai

Chae-Young Yoon

Rumi Yoshiba

Kana Mikashima

東 浩子

渡邉 彩香

新海 美優

フェービー・ヤオ

ささき しょうこ

サイ ペイイン

ユン チェヨン

葭葉 ルミ

三ヶ島 かな
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ゼンリン
1989年12月26日（神奈川県）
2008年8月1日（80期生）
18年獲得賞金：¥17,910,883（39位）
18年平均ストローク：72.2953（40位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：36位
● ロレックスランキング：207位

朝日インテック
1988年3月3日（愛知県）
2007年8月1日（79期生）
18年獲得賞金：¥4,858,142（87位）
18年平均ストローク：73.8768（85位）
● 通算優勝回数：5回
● メルセデスランキング：70位
● ロレックスランキング：286位

MIYATA SPACE AND CRAFT
1984年2月4日（タイ）
2011年8月1日（83期生）
18年獲得賞金：¥ 8,401,000（70位）
18年平均ストローク：72.6852（55位）
● 通算優勝回数：3回
● メルセデスランキング：74位
● ロレックスランキング：208位

アルパイン
1990年4月5日（山形県）
2009年8月1日（81期生）
18年獲得賞金：¥14,944,800（47位）
18年平均ストローク：72.6508（52位）
● 通算優勝回数：2回
● メルセデスランキング：46位
● ロレックスランキング：225位

ヨネックス
1988年6月9日（新潟県）
2007年8月1日（79期生）
18年獲得賞金：¥6,606,250（76位）
18年平均ストローク：73.4156（75位）
● 通算優勝回数：3回
● メルセデスランキング：73位
● ロレックスランキング：289位

環境ステーション
1983年5月31日（神奈川県）
2007年8月1日（79期生）
18年獲得賞金：¥ 11,824,689（56位）
18年平均ストローク：72.5640（48位）
● メルセデスランキング：52位
● ロレックスランキング：228位

大和ハウス工業
1977年5月25日（宮崎県）
2000年9月1日（72期生）
18年獲得賞金：¥ 18,020,166（37位）
● 通算優勝回数：18回
● メルセデスランキング：58位
● ロレックスランキング：120位

1989年9月5日（沖縄県）
2009年8月1日（81期生）
18年獲得賞金：¥15,845,875（44位）
18年平均ストローク：72.5810（49位）
● メルセデスランキング：32位
● ロレックスランキング：204位

ニトリ
1995年4月28日（宮崎県）
2014年8月1日（86期生）
18年獲得賞金：¥33,096,892（17位）
18年平均ストローク：71.7381（22位）
● 通算優勝回数：1回
● メルセデスランキング：27位
● ロレックスランキング：146位

Megumi Kido

Mayu Hattori

O Sattaya

Kaori Ohe

Maiko Wakabayashi

Megumi Shimokawa Shiho Oyama

Satsuki Oshiro

Saki Nagamine

木戸 愛

服部 真夕

O.サタヤ

大江 香織

若林 舞衣子

下川 めぐみ 大山 志保

大城 さつき

永峰 咲希

（2018年8月19日現在）





青木 瀬令奈
三和シヤッター工業

淺井 咲希
小杉 CC

東 浩子
加賀電子

穴井 詩
GOLF5

新垣 比菜
ダイキン工業

荒木 美友

有村 智恵
日本 HP

アン ソンジュ
モスバーガー

李 知姫

イ ナリ
GOLF5

イ ボミ
延田グループ

イ ミニョン
Q CELLS

飯島 茜
サーフビバレッジ

石川 明日香

一ノ瀬 優希
ミロク情報サービス

岩橋 里衣

上田 桃子
かんぽ生命

上原 美希
GOLF5

エイミー・コガ

O.サタヤ
MIYATA SPACE AND CRAFT

大出 瑞月

大江 香織
アルパイン

大里 桃子

大城 さつき

大山 志保
大和ハウス工業

岡山 絵里
ニトリ

沖 せいら
福岡センチュリー GC

小楠 梨紗

小倉 ひまわり

小野 祐夢
ニチコン

柏原 明日架
富士通

勝 みなみ
明治安田生命

金澤 志奈
レイクウッドコーポレーション

金田 久美子
スタンレー電気

ｶﾘｽ・ﾃ ｲ゙ﾋ ｯ゙ﾄﾞｿﾝ

川岸 史果
加賀電子

姜 秀衍

菊地 絵理香
オンワードホールディングス

岸部 桃子
塩田建設

木戸 愛
ゼンリン

鬼頭 桜

キム ハヌル
HITE JINRO

キム ヘリム
Samchully

木村 彩子

小祝 さくら
ニトリ

小滝 水音
静ヒルズ CC

小橋 絵利子
RSK 山陽放送

権藤 可恋

サイ ペイイン
京豊エンジニアリング

佐伯 三貴
大和ハウス工業

酒井 美紀
国際スポーツ振興協会

佐々木 慶子
スズキトラスト

ささき しょうこ
日本触媒

佐藤 靖子
おもちゃ王国

篠原 まりあ

下川 めぐみ
環境ステーション

ジャン ハナ
( 韓国 )

ジョン ジェウン

全 美貞

申 ジエ
スリーボンド

新海 美優
広島 CC

鈴木 愛
セールスフォース

スパマス・サンチャン
( タイ )

高木 萌衣

高橋 彩華

髙橋 恵
伊藤園

高林 由実
GOLF5

高村 亜紀

竹内 美雪
タイカ

武尾 咲希
GOLF5

竹山 佳林

但馬 友

田辺 ひかり
伊藤園

田村 亜矢
大東建託

丹 萌乃

チャン ウェイウェイ

辻 梨恵
大和証券

土田 沙弥香
加賀電子

テレサ・ルー
太陽生命

土肥 功留美
エムズ

豊永 志帆
東芝

永井 花奈
デンソー

仲宗根 澄香
環境ステーション

永峰 咲希
ニトリ

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
アマダホールディングス

新田 彩乃

野澤 真央
愛知製鋼

服部 真夕
朝日インテック

馬場 由美子
小淵沢 CC

濱田 茉優
ココパリゾートクラブ

原 英莉花

原 江里菜
NEC

比嘉 真美子
TOYO TIRES

黄 アルム

フェービー・ヤオ

福田 真未
えんホールディングス

藤田 さいき
チェリーゴルフ

藤本 麻子
三愛石油

不動 裕理

ペ ヒギョン

ベイブ・リュウ

堀 琴音
東芝

前田 陽子
伊藤園

槇谷 香

松田 鈴英
ニトリ

松森 彩夏
スターツ

松森 杏佳
スターツ

三浦 桃香

三ヶ島 かな
ランテック

宮﨑 乙実

宮田 成華
ELECOM

村田 理沙
レオパレスリゾート グアム

森田 遥

諸見里 しのぶ
ダイキン工業

安田 彩乃

山田 成美
GOLF5

ヤン ジン
( 中国 )

ユン チェヨン
Q CELLS

吉川 桃
烏山城 CC

吉田 弓美子
アマノ

葭葉 ルミ
富士住建

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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All Players 出場選手一覧 （五十音順）

（2018年8月19日現在）



より多くのプロゴルファーに出場機会を与えよう
と2004年にスタートした予選会。時には新星が初め
て憧れの場所に立つチャンスをつかみ、時にはベ
テランをかつて活躍した舞台へと導いた。

これまで予選会通過者が本戦で記録した最高位は
2009年、菊地絵理香の6位タイである。前年のプロ
テストで合格したばかりだった菊地は当時が大会
初出場。それでいてこの好成績は、その後の活躍を
予感させるものだった。2005年には廣瀬友美が7位。
トップ10に食い込んだのは今のところこの2人だ。

今年、15年目を迎えた予選会は新たな試みを
行った。従来は異なる会場で開催していたが、今
回は同一会場に集約し、日程を【A】【B】の2日間
設けた。本戦と同じ会場で実施するのも初めての
こと。出場者は本戦に向けてのコースチェックも
同時に行えるというメリットもあった。

開催されたのは全国的に猛暑に見舞われた7月中
旬。まず17日に日程【A】が行われ、84人の選手が9
つの出場枠をかけてプレーした。トップ通過は5ア
ンダー、67をマークした入会9年目の西木裕紀子。
2位に入った丹萌乃は人生初のホールインワンを
記録するなど69で回り、初めて選手権の舞台に
立つ。

19日には日程【B】を開催。7つの出場枠を67選
手が争った。17人がアンダーパーをマークすると
いうハイレベルの戦いの中、ツアー2勝、2014年の
本大会で2位タイの実績もあるイナリが67で回り1
位。13番から4連続バーディーを奪った馬場由美子
が2位で本戦への切符をつかんだ。

ほぼ10人に1人しか出場権をつかめない狭き門
を突破した16人の選手たち。本戦での戦いぶりが
注目される。
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日本女子プロゴルフ選手権大会
コニカミノルタ杯予選会レポート

Qualifying Tournament Report

7月17日と19日に小杉カントリークラブで合計16人の出場枠をかけた予選会が行われた。
本戦と同一会場で予選会を実施するのは初の試み。
猛暑の中、シンデレラストーリーを目指す選手たちが狭き門に挑んだ。



順位 名　前 SCORE 順位 名　前 SCORE
1 西木 裕紀子 -5　67(32 35) 6 竹山 佳林 -1　71(35 36)
2 丹 萌乃 -3　69(35 34) 7 ジャンジェナリン -1　71(38 33)
3 山田 成美 -3　69(35 34) 8 宮㟢 乙実 -1　71(37 34)
4 高木 萌衣 -2　70(34 36) 9 但馬 友 -1　71(37 34)
5 高林 由実 -2　70(31 39) 10 荒木 美友 -1　71(36 35)

順位 名　前 SCORE 順位 名　前 SCORE
1 イ ナリ -5　67(33 34) 6 新田 彩乃 -2　70(36 34)
2 馬場 由美子 -4　68(37 31) 7 ベイブ・リュウ -2　70(35 35)
3 村田 理沙 -3　69(35 34)  
4 岸部 桃子 -3　69(33 36)
5 田辺 ひかり -2　70(36 34)
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村田 理沙イ ナリ

丹 萌乃

上位通過選手のコメント

予選会通過選手
〈日程 A〉

※日程A7位のジャンジェナリン選手はプロテスト合格のため、ルーキーキャンプ参加となり、10位の荒木美友選手が繰り上げとなりました。

〈日程 B〉

17番ホール、得意の8番アイアンで
いい感じのショットが入りました。
ホールインワンは初めて。うれし
かったです。選手権はその時の強い
選手が出場している印象がありま
す。その中で上位に行ければ自信に
なると思います。

ティーショットでフェアウェイ
キープができたのでグリーンを狙
いやすかった。ボギーなしはうれし
いです。過去の選手権はコースが
難しく、自分のゴルフができなかっ
た。今回はボギーを抑え、我慢のゴ
ルフをしたい。

コースを覚えることも意識しなが
らプレーしました。ミスは何回かあ
りましたが、パッティングが入って
くれたので耐えられました。ここは
好きなタイプのコース。選手権は何
度か上位に入っているのでいいイ
メージがあります。

日程A 2018年7月17日（火）

日程B 2018年7月19日（木）

西木 裕紀子 山田 成美
2位通過

3アンダー（1イーグル、1バーディー）
3位通過

3アンダー（3バーディー）

1位通過
5アンダー（5バーディー）

今年から大学生になり、ゴルフに割
ける時間は少なくなったのですが、
逆に集中してできています。今回は
自分に期待せず、でもやれることは
やろうという気持ちでした。それが
後半の5バーディーにつながったか
もしれません。

馬場 由美子
2位通過

4アンダー（5バーディー、1ボギー）

選手権は初出場です。2年前のルー
キーキャンプではいつか選手とし
てプレーしたいと思っていました。
どれだけできるかまったく分かり
ませんが、やれることはすべてやっ
て挑み、ベストを尽くしたいと思っ
ています。

3位通過
3アンダー（3バーディー）

普段使っているパター以外に、試
してみたかったピン型も入れて、
パター2本で臨みました。ピン型
を使って1、2番でバーディー。苦
手だったパッティングが入ると
ショットも寄り始めた。すごくいい
流れでプレーできました。

1位通過
5アンダー（7バーディー、1ダブルボギー）



「第52回	日本女子プロゴルフ選手権大会	コニカミノルタ杯」は
チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）で開催予定です。

ロバート・トレント・ジョーンズ Jr.設計
〒673-0714 兵庫県三木市細川町細川中字道重1200−23  TEL.0794-82-9690  FAX.0794-82-9692

http://www.chgc.jp/



イ ジヨン

稲見 萌寧

臼井 麗香

エイミー・コガ

大里 桃子

河本 結
エリエール

木下 彩

ケーシー・コモト

シェー ユーリン

渋野 日向子

ジャン ジェナリン

菅沼 菜々

スタイヤーノ 梨々菜
ELECOM

高橋 彩華

鶴岡 果恋

林 菜乃子
ユピテル

原 英莉花

廣田 真優

三ヶ島 かな
ランテック

吉本 ここね

脇元 華
UMKテレビ宮崎

駒田 安紀
立川国際カントリー倶楽部

布川 友紀子

本仮屋 沙織
ロア・ジャパン

山口 友子
よかわゴルフスクエア ヴェルデ

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©Getty Images

LPGA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）

LPGA Report

〈プロテストに合格した感想〉
とってもうれしいです。これからももっとがんばっていきます。

〈今後の目標〉
seedとること！&ゆうしょう !

〈自己PR〉
あかるくていつもsmileです！

エイミー・コガ
1995年8月26日生まれ　出身地：米国ハワイ

2018年最終プロテスト合格者一覧 （7月24日～7月27日 チェリーヒルズゴルフクラブ）

2018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）

１位合格者
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2018 Rookies 2018年新人プロ紹介



LPGA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、LPGA主催の新人教育の一環として、1996年から始まりました。
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

※写真は2017年大会の様子です。
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Rookie Camp ルーキーキャンプ



LPGA Report
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「第53回	日本女子プロゴルフ選手権大会	コニカミノルタ杯」は
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）で開催予定です。

〒714-0063 岡山県笠岡市鋼管町19番地の2  TEL.0865-66-4570  FAX.0865-66-4571
http://www.jfe -setonaikai.co.jp



主にゴルフ未経験の小学生以下の子どもたちを対
象に、ゴルフの楽しさを知ってもらうことを目的と
して、毎年開催しております。初めてクラブを手に
するキッズも大歓迎。気軽に、そして楽しく体験
して頂けます。普段なかなか接することのない女
子プロゴルファーが優しく丁寧に指導します。開
催日程・会場につきましては、適宜LPGAウェブ
サイトで紹介しております。

LPGAでは、ゴルフを通して青少年の健全な育成に貢献するとともに次代のゴルファーを育成し、ゴルフ
愛好者の増加を図ることを目的として、2000年に「LPGAジュニア育成基金」を設立しました。
これまでLPGAが取り組むジュニア育成活動にご理解頂き、ご賛同頂いた会員や外部の個人・団体から
たくさんのご寄付を頂き、ジュニア育成活動の活動資金として活用させて頂いております。
皆様のご支援をお願い申し上げます。

LPGAサマーキッズデー in京都
7月30日（月）　城陽カントリー倶楽部（京都府）

RICOH PRESENTS
LPGAキッズゴルフデー in宮崎
11月10日（土）　宮崎カントリークラブ（宮崎県）

LPGAでは、毎年春に「スタジオアリス女子オープン ジュニア・カップ」を、秋に「LPGA全日本小学生ゴル
フトーナメントinしらかわ」を開催しております。どちらも予選会場を勝ち抜いた選手たちが頂点を目指し
て戦います。また、どちらの大会も、女子プロゴルファーが各組に帯同し、スコアラー、進行補助、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、女子プロゴルフ団体ならで
はの特長を持つトーナメントとなっています。

LPGA Report

LPGAサマーキッズデー･キッズゴルフデー

ジュニアトーナメント

LPGAジュニア育成基金

三菱UFJ銀行　銀座支店／普通預金　口座番号　1120193ご寄付振込先
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LPGA Report LPGAが取り組む普及活動



プレーヤーズ委員会では『平成30年7月豪雨』災害に対する支援のため、

トーナメント会場において募金活動を実施しております。

　被害に遭われた皆さまに心よりお見舞いを申し上げるとともに、

一日も早く安心した生活にもどれますよう心よりお祈り申し上げます。

　『日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯』では、

出場選手による募金活動を6日（木）、7日（金）の2日間、ホールアウト後から行います。

ご来場の皆様の募金へのご協力をお願い申し上げます。

三井住友銀行　日比谷支店／普通預金　口座番号　9064188義援金口座のご案内
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平成30年7月豪雨災害に対する募金活動ご協力のお願い








