
世界で活躍するプロゴルファーを夢見て 

２０１９年７月２３日(火)～８月３０日(金) 

PRESS RELEASE 

＜報道関係各位＞ 

2019年 3月 22日 

大王製紙株式会社 

本年(2019年)、エリエールブランド誕生 40 周年を迎える大王製紙株式会社(住所：東京都千代田区)

は、2019年 LPGAツアー公認競技最終戦「第 38回大王製紙エリエールレディスオープン」(松山

開催)の本戦出場権を賭けた選考会「第 7 回エリエールレディスアマチュア選手権 2019」を 

7月 23日から全国 5会場(福岡県、福島県、埼玉県、奈良県、香川県)で開催します。 

各会場での優勝選手を本年の｢大王製紙エリエールレディスオープン」に主催者推薦致します。 

昨年はアマチュア選手権四国大会で優勝した上野 菜々子選手が、本戦で 7位タイの成績を収め、

3年連続ベストアマチュア賞を獲得する活躍を見せました。当大会は鈴木 愛プロやエリエール所属 

河本 結プロ等、ツアーで活躍中の多くのプロがアマチュア時代に出場し、本戦への切符を手に

入れています。本年も多くのアマチュア選手に参加いただき、当大会を機に世界で活躍する女子

プロゴルファーが誕生することを期待します。 

■第 7 回エリエールレディスアマチュア選手権 2019 概要

1) 2019 年 7 月 23 日(火) 九州大会(福岡県) ザ・クラシックゴルフ倶楽部 クイーン・プリンスコース

2) 2019 年 7 月 30 日(火) 東北大会(福島県) 五浦庭園カントリークラブ

3) 2019 年 8 月 7 日(水) 関東大会(埼玉県) 高坂カントリークラブ 米山コース

4) 2019 年 8 月 21 日(水) 関西大会(奈良県)  KOMA カントリークラブ 東・西コース

5) 2019 年 8 月 30 日(金) 四国大会(香川県)  エリエールゴルフクラブ(財田)

■募集定員 各会場 80名予定(定員になり次第締め切り)

■本戦への選考について

1)各会場の優勝者には「第 38回大王製紙エリエールレディスオープン」への出場権が

与えられます。

2)各会場 3 位タイまでの選手を主催者推薦選考会(マンデー)に推薦します。

≪第 38回大王製紙エリエールレディスオープン大会概要≫ 

◇開催日程 2019年 11月 21日（木）～24日（日） 

◇開催場所 エリエールゴルフクラブ松山 

(愛媛県松山市柳谷町乙 45番地 1) 

◇賞金総額 1億円 

昨年優勝した勝 みなみプロ(左)と、 
ベストアマチュア賞を受賞した 

上野 菜々子選手(右) 

アマチュア選手権 2019 



 

 
 

第 7回エリエールレディスアマチュア選手権 2019概要 

■開催場所と日程 

 日 程 開 催 場 所 

 

九州大会 

 

2019年 7月 23日(火) 

ザ・クラシックゴルフ倶楽部  クイーン・プリンスコース 

〒823-0017 福岡県宮若市倉久 1-3 

TEL 0949-33-1111 

 

東北大会 

 

2019年 7月 30日(火) 

五浦庭園カントリークラブ 

〒979-0141 福島県いわき市勿来町窪田大槻 193-1 

TEL 0246-65-7933 

 

関東大会 

 

2019年 8月 7日(水) 

高坂カントリークラブ  米山コース 

〒355-0047 埼玉県東松山市高坂 1916-1 

TEL 0493-34-3311 

 

関西大会 

 

2019年 8月 21日(水) 

ＫＯＭＡカントリークラブ  東・西コース 

〒630-2301 奈良県奈良市月ヶ瀬石打 1456 

TEL 0743-92-0019 

 

四国大会 

 

2019年 8月 30日(金) 

エリエールゴルフクラブ（財田） 

〒769-0402 香川県三豊市財田町財田中 4980 

TEL 0875-67-3131  

■参加資格 

参加日においてアマチュア資格を保持している下記の女性ゴルファー 

(1) 各種ゴルフ関連団体、クラブ又はゴルフ場に所属の方  

(2) 中学生以下の生徒等は学校の推薦(許可)がある方 

なお、LPGA トーナメント規約に基づき、13歳未満の方はアマチュア選手権で優勝しても本戦の推薦 

資格は得られませんのでご了承下さい。 

(3) 主催者が推薦する者 

 

■募集定員 各会場 80名予定 

(1) 先着で出場者を決めさせていただきます。 

(2) 申込期日前であっても、各会場が定員になり次第締め切らさせていただきます。 

  本年より２大会までエントリー可（ダブルエントリー可） 

※詳細は「申込期日・ダブルエントリーについて」をご確認ください。 

 

■申込方法 以下のサイトからお申込み下さい 

申込ＵＲＬ ： https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/78603 

※エントリー受付は上記サイトからのみとさせていただきます。ＦＡＸ・郵送でのお申込は受け付けておりませんので予めご了承 

下さい。申込期日前であっても各会場定員になり次第締め切らさせていただきます。 
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■申込期日・ダブルエントリーについて 

申込期日 

九州大会 ： 2019年 7 月 12 日(金) 関西大会： 2019年 8 月 13 日(火) 

東北大会： 2019年 7 月 22 日(月) 四国大会： 2019年 8 月 22 日(木) 

関東大会： 2019年 7 月 30 日(火)   

  

２大会目の申込 

（ダブルエントリー） 

解禁日 

２０１９年７月１日（月） 以降、２大会目の申込を可とします。 

 1 会場目と同様に申込ＵＲＬ ： https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/78603        ｚ

よりお申込ください。 

 解禁日前の２会場目お申込は「無効」となります。 

 解禁日前に定員に達した場合はお申込みを締め切らさせていただきます。 

 

尚、お支払期限はお申込をいただいた日から１週間となります。ご入金が確認できなかった場合には、お客様の

エントリーは「無効」とさせていただきますので、早めにお支払いいただきますようお願い致します。ご入金の際

の手数料はご負担いただきます旨予めご了承下さい。 

 

■エントリーフィ  1大会につき 6,000円（税込） 

※キャンセル及び天候等により競技が成立しない場合も返金は致しかねます。予めご了承下さい。 

参加費のお支払い方法は、下記コンビニ、クレジットカード、ネットバンク、ペイジーでのお支払いとなります。 

セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・セイコーマート・ミニストップ・デイリーヤマザキ等がご利用いただけ

ます。クレジットカードはエントリー操作の完了をもって入金となります。コンビニ支払いはエントリー手続き

時に発行される各コンビニ用払込番号を持ってコンビニにてお支払いいただきます。コンビニでのお支払日

が入金日となります。 

※別途システム利用料が発生致します。詳しくはスポーツエントリー(受付代行サービス)利用ガイドをご覧下さい。 

http://www.sportsentry.ne.jp/z_support_02_3.php 

 

■競技方法 18ホールズ・ストロークプレー 

 (1) 日本ゴルフ協会ゴルフ規則およびローカルルール、並びに本大会の特別競技規則を適用 

します。タイが生じた場合、マッチング・スコア方式にて順位を決定します。 

 (2) 大会当日、悪天候により 18ホールの競技が不可能な場合は、9ホールに短縮して競技を行ない、 

 順位を決定します。また、9ホールの競技も実施不可能な場合は延期とし、後日、日程を再調整 

 の上、大会を実施します。日程は当日大会事務局より Facebook、又は大会 HPを通じて発表 

 します。(悪天候や災害時の際の大会実施可否はエリエールレディスオープン Facebook、又は 

 大会 HPをご確認下さい) 

 (3) ９ホールで競技成立の場合、アウト、インスタートの最上位者から本戦出場者を下記条件により  

決定します。 

1. 最終ホールからのアゲインストパーにより上位者を決定致します。 

2. アゲインストパー方式で順位を確定できない場合は抽選により順位を決定します。 

 

■本戦選考人数 各会場 1名（優勝者） 

 

■本戦最終予選会（マンデー）推薦 

各会場 3位タイまでの入賞選手を主催者推薦選考会（マンデー）（11/18（月）予定）に推薦致します。 

  

https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/78603
http://www.sportsentry.ne.jp/z_support_02_3.php


 

 

■組み合せ 

大会事務局が決定し、事前に組み合せ・スタート時刻を開催日約 1週間前に案内します。 

組み合せ表・出場案内は、エントリー時にご登録の e-mailアドレスへ elleair@ittsu.ne.jp という 

アドレスからメールをお送り致します。受信できますよう設定をお願い致します。 

※郵送でのご案内は致しませんのでご注意下さい。 

 

■表彰式 

競技終了後に表彰式を行ないますので、出場選手は全員参加願います。 

選考会の結果及び本戦通過者の発表を行ないます。また、参加賞として大王製紙エリエール製品、日本製粉

製品を贈呈致します。 

 

■プレーフィおよび注意事項 

 

 

※指定練習ラウンドのご予約は各開催コースに事前に直接お申込下さい。 

※指定練習ラウンドは、3 サム（1キャディ）以下の場合、別途割増料金が発生します。詳細は各会場へお問い合わせください。 

※指定練習ラウンドはセルフで行なっていただく場合がございます。詳細は各会場へお問い合わせください。 

※プレーフィにレストラン利用代、クラブハウス内での個人による購入品代は含みません。 

※精算は当日中に各自クラブハウスフロントにてお願いします。 

※帯同キャディは一切認めません。 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社第一通信社 担当:三木(ミキ)/青木(アオキ) 

〒101-0051東京都千代田区神田神保町 2-7-3 神保町 NKビル 6F   

TEL：03-3237-4107／FAX：03-3237-4135 

 

アマチュア選手権のプレーフィ ※キャディ、乗用カート、ロッカーフィ含む 

アマチュア選手権 開催場所 プレーフィ(税込) 

九州大会（7/23火） ザ・クラシックゴルフ倶楽部 クイーン・プリンスコース 12,140 円 

東北大会（7/30火） 五浦庭園カントリークラブ  9,230 円 

関東大会（8/7水） 高坂カントリークラブ 米山コース 12,716 円 

関西大会（8/21水） KOMA カントリークラブ 東・西コース 12,430 円 

四国大会（8/30金） エリエールゴルフクラブ（財田）  9,500 円 

指定練習ラウンドのプレーフィ及び注意事項 (指定練習ラウンドは各会場大会開催日の前日) 

アマチュア選手権 
指定練習

ラウンド 

指定練習ラウンドプレーフィ(税込) 
備考 

出場選手 同伴ゲスト 同伴プロ 

九州大会（7/23火） 7/22 月 12,140円 14,300円 7,830円 乗用カート・キャディ付 

東北大会（7/30火） 7/29 月 9,230円 10,780円 9,186円 乗用カート・キャディ付 

関東大会（8/7水） 8/6 火 12,716円 17,620円 9,466円 乗用カート・キャディ付 

関西大会（8/21水） 8/20 火 12,430円 13,530円 10,080円 乗用カート・キャディ付 

四国大会（8/30金） 8/29 木 9,500円 11,130円 8,470円 乗用カート・キャディ付 

mailto:elleair@ittsu.ne.jp

