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エリエールブランドの大王製紙株式会社 (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｣を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)にて 4 日間の日程 (11/21(木)～24(日))で開催します。

今大会は、当社の ESG活動の一環として減プラやCO２削減など環境に配慮した施策に取り

組み、スポーツが持つ「人を動かす力」で単なるゴルフ観戦から「持続可能なスポーツイベント

への変革」を進めています。 

また、当大会の見所である今季の賞金女王争いと来季 2020 年のシード権争いでは白熱 

した試合展開が期待されます。現在(2019.11.11 時点)、賞金ランキングトップの申 ジエ選手

や逆転賞金女王を狙う鈴木  愛選手、渋野  日向子選手をはじめとした黄金世代の選手等、

2019 年ＬＰＧＡツアーを代表するスター選手が数多く出場予定です。是非トーナメント会場で 

お楽しみください。 

●持続可能なスポーツイベントへの取り組み 
今大会は、環境対策への取り組みとして、フードコートで

は当社品であるプラスチック代替素材の高密度厚紙 

“エリプラペーパー”を採用した食器の使用や他の食器類

の一部を紙製品に変更します。またギャラリーに配布

するビニール製のギャラリーバックを FSC®認証紙製品へ

変更するなど減プラへの取り組みを実施します。(FSC®C015579) 

DAIO eco ブースでは低炭素社会の実現に向けた植物

由来の新素材セルロースナノファイバーの高配合成形体  
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”をボディの一部に実装したエクストリーム 

パワースポーツチーム SAMURAI SPEED の米国レースに

参戦した電気自動車も展示します。 

その他、公共交通機関での来場促進による自家用車の 

排気ガス CO2 削減を呼びかけています。会場内では子供

の遊び場「グ～ンハウス」、女性休憩用の「elis パウダール

ーム」等を設置し、様々な方々が楽しめるスポーツイベント

に変革していきます。 
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プラスチック代替素材の高密度厚紙
“エリプラペーパー”を採用した食器類  

ボンネットや後部ドアに ELLEX-M
を採用した実装電気自動車  
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●地域社会との絆を深める大会 
愛媛県、松山市をはじめ地元メディア、小売業、銀行などの協力や延べ７００名を 

超える地域の方々がボランティアとして参加し、地域と一体となった大会運営に取り 

組んでいます。 

●大会でのチャリティ活動 
本年も大会にご恵贈いただいた品々を販売するチャリティショップやチャリティフォト※

にご参加いただいた収益金の一部をベビー用紙おむつ「GOO.N」及び生理用品「elis」

に換え、愛媛県下の児童福祉施設等に寄贈いたします。 

※チャリティフォトは 11/21(木)と 11/23(土)のみトーナメント会場で実施です。受付は 

同会場で行い応募多数の場合は抽選とさせていただきます。（先着順ではありません）。 

●大会のみどころ 

 ①賞金女王を賭けて実力派｢申 ジエ選手｣、今季６勝の｢鈴木 愛 
選手｣と新星｢渋野 日向子選手｣らが三つ巴の激闘 

2 週連続優勝で今季６勝目をあげた賞金ランキング２位の鈴木  愛選手は、トップの 

申 ジエ選手にあと 686 万円の差まで迫っています。（2019.11.11 時点）更に 3 位に 

2019 年 AIG 全英女子オープン優勝の新星渋野 日向子選手が 1,353 万円の差まで 

詰め寄り、三つ巴の賞金女王争いはますます白熱していきます。 

 ②2020 年ＬＰＧＡツアーの年間シード権争い 
 公認競技最終戦である当大会は、来季のシード権獲得を決定付ける重要な大会です。 

現在(2019.11.11時点 )、賞金ランキング 50位の金澤 志奈選手(2,237 万円)から 60位の 

藤田  さいき選手（1 , 749 万円）までの差は 488 万円と大混戦。シード復活を狙う 

原 江里菜選手や藤田さいき選手の活躍が注目です。2018 年より導入されたリランキング 

制度で 55 位までは 2020 年のシーズン前半に参戦できるものの、年間でフル参戦できる 

シード権を賭けた戦いはエリエールレディスオープンでクライマックスを迎えます。 

《2019 年度ＬＰＧＡ賞金ランキング 1 位～5 位(2019.11.11 時点)》 

             獲得賞金(円)   １位との差(円) 

1 位 申 ジエ 133,490,292 ― 

2 位 鈴木 愛 126,635,165 ▲6,855,127 

3 位 渋野 日向子 119,956,420 ▲13,533,872 

4 位 イ ミニョン 96,630,279 ▲36,860,013 

5 位 ペ ソンウ 87,337,706 ▲46,152,586 

《2019 年度ＬＰＧＡ賞金ランキング 45 位～60 位(2019.11.11 時点)》 

              獲得賞金(円)   50 位との差(円) 
45 位 大城 さつき 24,436,666 2,065,155 

46 位 濱田 茉優 24,016,500 1,644,989 

47 位 福田 真未 23,748,328 1,376,817 

48 位 永峰 咲希 23,709,785 1,338,274 

49 位 ユン チェヨン 22,997,570 626,059 

50 位 金澤 志奈 22,371,511 ― 



 

51 位 イ ナリ  21,919,233 ▲452,278 

52 位 カリス･デイビッドソン 20,681,133 ▲1,690,378 

53 位 キム ハヌル 20,597,428 ▲1,774,083 

54 位 東 浩子 20,161,666 ▲2,209,845 

55 位 蛭田 みな美 19,989,550 ▲2,381,961 

56 位 菅沼 菜々 18,940,666 ▲3,430,845 

57 位 臼井 麗香 18,800,499 ▲3,571,012 

58 位 武尾 咲希 18,129,166 ▲4,242,345 

59 位 原 江里菜 17,839,500 ▲4,532,011 

60 位 藤田 さいき 17,496,213 ▲4,875,298 

※当大会終了時点の 2019 年ＬＰＧＡレギュラーツアー上位 50 名に来季 2020 年の 

シード権が与えられます。また、上位 50 名の次点者 5 名には、来季 2020 年の LPGA 

ツアーの第 1 回リランキングまでの出場資格が付与されます。 

●入場チケット情報 
＜前売り券・当日券料金＞  前売 1 日券 当日券 ※全て税込 

 11/21(木) 予選第 1Ｒ 3,000 円 3,500 円 

 11/22(金) 予選第 2Ｒ 3,000 円 3,500 円 

 11/23(土) 決勝第 1Ｒ 3,000 円 3,500 円 

  11/24(日)  決勝ﾌｧｲﾅﾙＲ 3,000 円 3,500 円 

※前売り 4 日間通し券は 10,000 円（税込）で販売しております。 

※前売りペアチケットを 5,000 円（税込）で販売しております。 

※前売り券の販売期間は 2019 年 10 月 1 日～11 月 20 日です。 

※当日券は、ゴルフ場内の安全を考慮し、販売枚数の制限又は販売を中止する 

 場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※高校生以下は、大会期間中入場無料です。 

※ＬＰＧＡ会員の方は、大会期間中入場無料です。 

※プロアマ大会日(11/20)は、ご入場できません。 

前売券はお近くのローソンチケット、電子チケットぴあ (ファミリーマート)、ＣＮプレイガイド、

ｅ+(イープラス)、楽天チケット、セブン-イレブンチケット、各種プレイガイドにてお求め下さい。 

●アクセス情報 

 

 

 

 

 
 



 

最終組ホールアウト後のバス乗り場は大変混雑します。乗車までに 2 時間以上かかる 

場合もありますので予めご了承下さい。 

混雑を避けるためオフピーク退場（少し早めのバス乗車）にご協力ください。 

●ギャラリーサービス情報 
大会では、女性やお子様も楽しめるギャラリサービスで皆様をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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)～2019年 11月 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 

◇優勝賞金 1,800 万円 

◇大会公式ホームページ https://www.elleair.jp/golf/ 

 

 


