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ニチレイＰＧＭレディス大会事務局 

報道関係各位 
 

ニチレイＰＧＭレディス 
出場選手決定のお知らせ 

 
 
株式会社ニチレイ（本社：東京都中央区築地／代表取締役社長 村井 利彰／東証１部：証券コード 2871）
が主催、パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社（本社：東京都港

区愛宕／代表取締役社長 草深 多計志（くさふか たけし）／東証１部：証券コード 2466）の連結子会

社であるゴルフ場運営子会社のパシフィックゴルフマネージメント株式会社（代表取締役社長サイダ

ル・デイヴィッド・パトリック、以下「ＰＧＭ」）が共催するＬＰＧＡツアー『ニチレイＰＧＭレディ

ス』の出場選手が決定いたしましたので、ご案内させていただきます。 
 

『ニチレイＰＧＭレディス』には、ディフェンディングチャンピオンの大山志保を筆頭に、総計１０８

名のトッププロとトップアマチュアがＰＧＭのフラッグシップコースである美浦ゴルフ倶楽部（茨城県

稲敷郡美浦村）に集い、６月２０日(金)から６月２２日(日)までの日程で開催します。 
 
 
【自身初、そして大会初の連覇なるか 大山志保の活躍に期待】 

2006 年賞金女王の大山志保が自身初、そして大会初となる同一大会連覇に挑

戦します。 
同一大会連覇は 2007 年シーズンでもわずか２回しか達成されていないよう

に、達成が非常に難しく、それ故、一流プレーヤーの証のひとつとも言われ

ています。これまでツアー通算 10 勝(2006 年まで８勝)を挙げ、2006 年には

賞金女王のタイトルを手にしている大山ですが、まだ同一大会連覇を成し遂

げたことはありません。 
果たして大山は、『ニチレイＰＧＭレディス』で、新たな栄誉を手にすること

ができるのか。そのプレーに注目が集まります。 
 
【福嶋晃子、古閑美保など注目選手が出場予定】 

「ワールドレディスサロンパス杯」で 11 年ぶりの公式戦優勝を果たし現在賞金ランキング１位に立つ

福嶋晃子、「クリスタルガイザー」で優勝し賞金ランキング２位につける古閑美保、賞金ランキング３

位の李知姫など、ＬＰＧＡツアーを代表するトッププロが出場登録を済ませました。 
「女子ワールドカップゴルフ」日本代表ペアで、昨年大会でもともに優勝争いを繰り広げた佐伯三貴と

諸見里しのぶ、今季ツアー初優勝をあげた上原彩子、馬場ゆかり、山口裕子などの注目選手を交え、 
ハイレベルな優勝争いが繰り広げられることが期待されます。 
 
【アマチュア優勝を目指す金田久美子など、プロゴルファーを目指す３選手の活躍に期待】 

プロゴルファーを目指して、今、プロテストを受験中のフレッシュな３選手が主催者推薦枠で出場する

ことが決定しました。 
2006 年大会ではアマチュアながら優勝争いに加わり４位タイの好成績を残している金田久美子

（かねだ・くみこ）さん、昨年の日本女子オープンで 29 位タイの成績を残しセカンドアマチュアに輝いた 
大和笑莉奈（やまと・えりな）さん、プロレスラーとして活躍した木戸修さんを父にもち 172cm の大型プレ

ーヤーとして注目されている木戸愛（きど・めぐみ）さんの３選手が出場することになりました。 
いずれも今年の３月に高校を卒業したフレッシュな選手ばかりです。プロゴルファーの卵たちの活躍に

もご期待ください。 

 



ニチレイＰＧＭレディス 実施要項抜粋 
 

大会名称 ／ ニチレイＰＧＭレディス 
主  催 ／ 株式会社ニチレイ 
共  催 ／ パシフィックゴルフマネージメント株式会社 
公  認 ／ 社団法人日本女子プロゴルフ協会 
後  援 ／ 財団法人日本ゴルフ協会、社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会、 

茨城県、美浦村、株式会社テレビ東京 
開催日程 ／ ２００８年６月２０日(金)～２２日(日) 

［１６日(月)主催者推薦選考会、１７日(火)・１８日(水)指定練習日、１９日(木)プロアマトーナメント］ 
開催会場 ／ 美浦ゴルフ倶楽部 

［住所：〒300-0404 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後 2568-19、電話：029-840-0001］ 
出場人数 ／ １０８名 
賞  金 ／ 賞金総額６０００万円、優勝賞金１０８０万円 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
食を通じて健康を応援してきたニチレイと、一人でも多くの人々に「ゴルフのある人生」を提供していくＰＧＭは、両社

が共催する『ニチレイＰＧＭレディス』の大会コンセプトを～カジュアルに華やかにゴルフをファミリーで楽しもう～と

掲げ、お父さん、お母さん、そしてお子様の家族みんなが楽しめる魅力あるトーナメント創りを目指しています。 
 

２００８年大会では、新規のギャラリーイベントとして「ニチレイＰＧＭレディス・スタンプラリー」を実施いたします。

また、昨年好評をいただきましたさまざまなギャラリーイベントや、女性の方にゴルフの楽しさを体験してもらうための

「ニチレイＰＧＭレディスチャレンジカップ」、「地元美浦村立小学校の社会科見学会」、「チャリティ活動」などの社会貢

献活動を継続して実施していきます。 
 
 
 
“ギャラリーイベント”NEW ＜ニチレイＰＧＭレディス・スタンプラリー＞ ［6/22(日)のみ］ 

概要：コース内にある４つのポイントでスタンプを押して、“スタンプラリー受付テント”にゴールしてください。 

   見事にゴールされた方には、『ニチレイＰＧＭレディス』オリジナルグッズをプレゼントいたします。 

※先着３０００名様までがご参加いただけます。ゴール先着５００名様にオリジナルグッズを、さらに抽選で後日

豪華賞品をプレゼントいたします。 
 

昨年、好評をいただきましたニチレイブース、ジュニアゴルフ体験コーナー、ジュニアレッスン会、美浦村物産展、 

ＰＧＭお土産コーナー、美浦トレーニング・センター、チャリティパターは今年も継続して実施します。 

 

“女性へのゴルフ普及・促進活動”＜ニチレイＰＧＭレディスチャレンジカップ＞ 
女性の方にゴルフの楽しさを体験してもらうため、全国に広がるＰＧＭのゴルフ場ネットワークを活用し、北海道

から九州までの１３の会場にてオープンコンペを開催しています。昨年は６会場で延べ３９５名の方が挑戦し、参

加者の方々から非常にご好評いただきました。本年は２会場を残し、既に５１９名の方が挑戦されました。 
なお、大会ではチャレンジカップの成績上位者を前夜祭とプロアマトーナメントにご招待いたします。 

 

“社会貢献活動”＜地元美浦村立小学校の社会科見学会を実施＞、＜チャリティ活動＞ 
“プロスポーツ競技の観戦”および“地元で開催される全国規模の興行イベントの成り立ち”の見学を目的に、地

元美浦村立小学校の児童を『ニチレイＰＧＭレディス』へ招待します。児童のみなさんには、競技の観戦や通常見

ることが出来ない中継センターやプレスルームといった舞台裏を見学してもらう予定です。 
日  時／６月２０日（金） 午前の部、午後の部 

参 加 校／美浦村立安中小学校、美浦村立木原小学校、美浦村立大谷小学校（６年生の児童 約１６０名参加予定） 
 

ニチレイＰＧＭレディスでは、ギャラリーイベントのチャリティパターなどを通じてチャリティ活動を行っていま

す。なお、チャリティの収益金は美浦村社会福祉協議会へ寄贈させていただきます。 

 
食を通じて健康を応援してきたニチレイと、一人でも多くの人々に「ゴルフのある人生」を提供していくＰＧＭは、 

両社が共催する『ニチレイＰＧＭレディス』の大会コンセプトを～カジュアルに華やかにゴルフをファミリーで楽しも

う～と掲げトーナメントを開催してまいります。 
 

ゴルフの魅力。それは、老若男女問わず、誰もが自分のペースで楽しむことができるスポーツであると、わたしたちは

考えます。だからこそ、もっともっと多くの人々に、もっともっと自由なキモチでゴルフを楽しんでもらいたい。 

そして、家族みんなが、ゴルフを楽しむことでカラダもココロも健康的なライフスタイルを実現していくことをこれか

らも応援してまいります。 

～カジュアルに華やかにゴルフをファミリーで楽しもう～ 

ニチレイＰＧＭレディスの取り組み 



 

ニチレイＰＧＭレディス 出場選手名一覧 
 

ＬＰＧＡ有資格者　９０名

大山　志保 阿蘇　紀子 東妻　　茜 新崎　弥生 有田　由香 有村　智恵 飯島　　茜 井芹美保子

一ノ瀬優希 井上　陽子 入江　由香 上原　彩子 大竹　康子 大場美智恵 岡田伊津美 小川　あい

小俣奈三香 表　　純子 川原　由維 菊地　祐江 木佐貫めぐみ 鬼沢　信子 北田　瑠衣 日下部智子

古閑　美保 佐伯　三貴 斉藤　裕子 佐々木慶子 佐藤　靖子 塩谷　育代 下村真由美 白戸　由香

高橋美保子 高橋　千晶 辻村明須香 辻　恵美子 土肥功留美 永井　奈都 中島　真弓 中道かおり

那須ミネコ 西川　　藍 西塚美希世 芳賀ゆきよ 服部　真夕 服部　道子 馬場ゆかり 原　江里菜

原田　香里 廣瀬　友美 福嶋　晃子 藤井かすみ 藤田　幸希 前田久仁子 三塚　優子 向山　　唯

村田　理恵 茂木　宏美 森山江理子 諸見里しのぶ 山口　裕子 山田　かよ 山本　薫里 笠　りつ子

若林舞衣子 和田委世子 渡辺聖衣子

全　美　貞<韓> 辛　炫　周<韓> 宋　　ボベ<韓> ペ　ジェヒ<韓> イム　ウナ<韓> 韓　智　淵<韓> 丁　允　珠<韓> イ ジウ<韓>

黄　アルム<韓> 高　又　順<韓> 李　知　姫<韓> リ　エスド<韓> 李　恩　惠<韓> 　　阿　玉<台> ｳｪｲ ﾕﾝ ｼﾞｪ<台> 呂　雅　恵<台>

余　珮　琳<台> Ｔ.ﾀﾞｰﾃﾞｨﾝ<豪>

サントリーレディスで成績上位３位タイ迄のＴＰＤ登録者

今後のＬＰＧＡツアー優勝者（廣済堂レディス、リゾートトラスト、サントリーレディス）

今後のステップアップツアー優勝者（東芝　電子デバイスレディースカップ、イーグルポイント レディースカップ）

主催者推薦選手　１８名

樋口　恵美 古田裕美子 西　　麻里 加藤あづみ 片山　真里 ＠金田久美子 ＠大和笑莉奈 ＠木戸　愛

マンデートーナメント通過選手

ﾃﾞｨﾌｪﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【最後の出場枠をかけ、６月１６日(月)にマンデートーナメントを開催】 

『ニチレイＰＧＭレディス』では、出場機会に恵まれない若手選手などにチャンスを与えるため、主催

者推薦枠を活用し、開催週の月曜日にマンデートーナメントを開催いたします。マンデートーナメント

には約６０名が挑戦し、上位１０名に『ニチレイＰＧＭレディス』への出場権が与えられる予定です。 
 

主な出場予定選手…青山加織（2007 年大会２位）、山口千春（2007 年大会６位タイ）、福嶋浩子



ニチレイＰＧＭレディス 

トーナメントインフォメーション 

 
～本年より前売り券をセブンイレブンでも発売開始～ 

 

お得な前売り券は好評発売中！  
 

前売り券 ／ ￥５，０００（消費税込、各日共通入場券３枚） 
 

 前売り券のお求めは・・・ 

○美浦ゴルフ倶楽部および全国のＰＧＭゴルフ場 ○茨城県内一部ゴルフ練習場およびゴルフショップ 

○セブンイレブン 商品番号：8001288、お問い合わせ：0077-787-711（9：00～22：00） 

○ゴルフパーク［http://golfpark.jp/］  ○ｅ＋(イープラス)［http://eplus.jp/sports/］ 

○電子チケットぴあ［http://pia.jp/t/］（ チ ケ ッ ト ぴ あ の お 店 ・ フ ァ ミ リ ー マ ー ト ・ サ ー ク ル K サ ン ク ス ） 

 Ｐコード／681-074、電話予約番号：0570-02-9999<24 時間対応。但しオペレーター対応のみ> 

○ローソンチケット[http://l-tike.com](Ｌコード/35860､お問い合わせ：0570-000-777<10:00～20:00>) 
    

当 日 券 ／ ６月２０日(金)    ￥２，０００    

   ２１日(土)、２２日(日) ￥２，５００（ともに消費税込） 
 

ニチレイＰＧＭレディスでは、ジュニアゴルファーの育成と底辺拡大を推進するため、ご家族でニチレイPGM

レディスを楽しんでいただくため高校生以下の入場を無料としております。 

 
 

 熱戦の舞台は今年も“美浦ゴルフ倶楽部” 
 

美浦ゴルフ倶楽部 ６，４０２ヤード、パー７２ 

〒300-0404 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後 2568-19 
 

【お車でお越しの方】会場周辺に無料ギャラリー駐車場を設けています（会場までは無料送迎バスを随時運行します）  
（常磐自動車道方面よりお越しのお客様） 

常磐自動車道つくば JCT より圏央道に入り、阿見東インターをご利用ください。 
阿見東インター料金所からは案内看板に従ってお進みください。 

（東関東自動車道方面よりお越しのお客様） 
成田インター料金所の「成田市街」方面（左側出口）を出て直進し、「土屋」交差点を右折。1.8km ほど走り、「宝

田」三叉路を左折後は江戸崎方面へ。会場周辺は案内看板に従ってお進みください。 
  
【電車でお越しの方】JR 常磐線「土浦」駅東口より無料送迎バスを運行します。 

（3 日間運行、各日７時より 30 分間隔で運行、所要時間：約 45 分）  
 
 

～フルＨＤ放送導入～ 最高の映像と音声で熱戦の模様をお届けします 

【ＴＶ放送・テレビ東京系６局ネット、ＢＳジャパンにて全国のお茶の間へ】 

 

放送時間 ： ２００８年６月２１日(土)  １６：００～１７：１５ 

２２日(日)  １６：００～１７：１５ 
 

地上波 ／ テレビ東京、テレビ北海道、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビせとうち、ＴＶＱ九州放送 

Ｂ Ｓ ／ ＢＳジャパン 
 

 
ニチレイＰＧＭレディスの最新情報は、オフィシャルホームページをご覧下さい  

http://www.nichirei.co.jp/golf/ 

 

出場選手、チケット・交通情報、大会の見所、イベントガイドなどのさまざまな最新情報をニチレイＰ

ＧＭレディス・オフィシャルホームページにて掲載しています。また、大会期間中は、スコア速報や会

場の雰囲気を撮影した写真館など、生の情報を掲載していく予定です。 



 

【ギャラリーイベント】 
 

～ニチレイＰＧＭレディスでは､親子のふれあいのきっかけ・思い出作りを応援していきます～ 

 
<新企画>（ニチレイＰＧＭレディス・スタンプラリー） ６月２２日(日)のみ［先着順］ 

コース内にある４つのポイントでスタンプを押して、“スタンプラリー受付テント”にゴールしてください。見事にゴ

ールされた方には、『ニチレイＰＧＭレディス』オリジナルグッズをプレゼントいたします。 
 

※先着３０００名様までがご参加いただけます。ゴール先着５００名様にオリジナルグッズを、さらに抽選で後日豪

華賞品をプレゼントいたします。 
 
（ジュニアゴルフ体験コーナー） ６月２２日(日) 

大会最終日に出場選手が使用する打撃練習場を開放し、「ジュニアゴルフ体験コーナー」を開催します。 

 “ゴルフを始めるきっかけ作り”として、ゲームの実施や実際にショットの体験が出来ます。 
 

日  時／６月２２日（日） １１：００頃～ 

会  場／打撃練習場にて 

対 象 者／小学生以下の希望者（先着順）  
 
（ジュニアレッスン会）  ６月２１日(土) 

地元のジュニアを対象に、「ジュニアレッスン会」を開催します。 

大会出場プロを講師に迎え、子ども達にレッスンをしてもらいます。 
 

日  時／６月２１日（土） １５：００～１６：００  会  場／打撃練習場にて 

募  集／※ジュニアレッスン会の参加者は、地元のジュニアを対象にするため一般募集は行いません。 
 
（チャリティパター）  ６月２０日(金)～２２日(日) 

プロトーナメントの高速グリーンが体験できるチャリティパターを練習グリーンにて実施します。 

また、パターのみですので、ゴルフ未経験のお子様とも一緒に楽しめます。 
 

参 加 料／ 大人 ３００円、こども １００円  

チャリティの収益金は美浦村社会福祉協議会へ寄贈させていただきます。 
 
（ニチレイブース ）  ６月２０日(金)～２２日(日) 

大会期間中、クラブハウス前に設営されるニチレイブースでは、インフォメーションセンターとして来場された皆様

のご案内や、ニチレイ商品のご紹介、素敵な賞品がもらえるギャラリー抽選会を実施します。 
 
（ＬＰＧＡチャリティ販売） ６月２１日(土) 

出場選手によるチャリティ販売会。サイン入り色紙やＬＰＧＡツアーオリジナルグッズを販売します。 

※チャリティの収益金は日本女子プロゴルフ協会から日本盲導犬協会などに寄贈させていただきます。 
 
（美浦村物産展）   ６月２１日(土)・２２日(日) 

美浦村・美浦村商工会による地元物産販売会を週末に開催いたします。 

物産販売には佃煮、だんご、イチジクアイス、野菜、チーズケーキらのおいしい商品が店頭に並ぶ予定です。 
 
（ＰＧＭお土産コーナー）  ６月２０日(金)～２２日(日) 

大会を共催するＰＧＭはお土産コーナーを設けます。全国で 100 を超えるゴルフ場を運営するネットワークをいかし

た人気アイテムが店頭に並ぶ予定です。 
 
（美浦トレーニング・センター） ６月２２日(日) 

来場されたお子様へ子ども用のＪＲＡグッズをプレゼントいたします。また、ポニーの展示を行っており、餌付けな

どでふれあうことが出来ます。 

 

 
お問い合わせ先 

○リリースに関するお問い合わせ 

大会ＰＲ事務局(Zero-G ｳｨｽﾞﾕｰ)：山田大茂、目黒、中里 TEL.０３―５３３３―３８３６ 
 

○紙・誌面掲載時のお問い合わせ 

ニチレイＰＧＭレディス大会事務局：加島 TEL.０３―５５６５―０７９８ 
 

○前売り券のお問い合わせ 

美浦ゴルフ倶楽部    TEL.０２９―８４０―０００１ 
   

 ・小学生以下を対象とした、ゴルフのドリル＆ゲームの実施 
 （ゲートゲーム、クラックゲーム、ダーツゲーム） 
 ・ゴルフ体感ショット 


