
今年も愛媛県松山市にて開催！ 

今季 LPGA ツアー賞金女王の行方と 
来季のシード権争いに注目！ 

11 月 15 日(木)～11 月 18 日(日) 

エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県松山市) 

PRESS RELEASE 

＜報道関係各位＞ 

2018 年 11 月 6 日 

大王製紙株式会社 

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、2018 年ＬＰＧＡツアー 

公認競技最終戦｢第 37 回大王製紙エリエールレディスオープン｣を地元愛媛県松山市に 

ある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 

(11/15～18)で開催します。 

今年で 37 回目となる当大会は、今季ツアーの公認競技最終戦で、今季の賞金女王の 

称号を賭けた争いと来季のシード権を巡る白熱した戦いが期待されます。 

現在、賞金ランキングトップ（ 20 1 8 . 1 1 . 4 時点）のアン  ソンジュ選手にディフェン 

ディングチャンピオンの申  ジエ選手や昨年賞金女王の鈴木  愛選手など、ＬＰＧＡ公認  

競技最終戦ならではのスター選手が数多く出場すると共に、今季ステップ・アップ・ツアーで 

4 勝をあげ、同ツアーの賞金女王となった河本  結選手 (所属 :エリエール)が黄金世代選手

の一翼として大会を盛り上げてくれます。是非トーナメント会場でお楽しみください。 

●賞金女王と来季シード権争いを決定付ける一戦

①賞金女王の行方
年間獲得賞金ランキングは、今季 5 勝のアン ソンジュ選手が 2 位の申  ジエ選手に

3440 万円の差をつけリード（2018.11.4 時点）。更に 3 位の昨年賞金女王 鈴木 愛選手が 

トップと 3,877 万円差ではありますが、2 年連続賞金女王に向け最後の意地の見せどころ 

です。 

②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左右する重要な大会です。

現在 (2018.11.4 時点 )、50 位の大里  桃子選手 (2,116 万円 )から 55 位の安田  彩乃 

選手（2,007 万円）までの差は 109 万円と大混戦。今季より導入されたリランキング 

制度では 55 位まではシーズン前半にフル参戦できるものの、年間シード権を賭けた戦い

は白熱しています。昨年シード落ちした原  江里菜選手(現在 57 位)のシード復帰や黄金

世代の一人である原  英莉花選手 (現在 37 位 )の初シード獲得などに注目です。 



《2018 年度ＬＰＧＡ賞金ランキング 1 位～5 位(2018.11.4 時点)》 

 獲得賞金(円)   １位との差(円) 

1 位 アン ソンジュ 166,365,050 ― 

2 位 申 ジエ 131,968,171 ▲34,396,879 

3 位 鈴木 愛 127,591,780 ▲38,773,270 

4 位 成田 美寿々 98,958,413 ▲67,406,637 

5 位 比嘉 真美子 94,504,350 ▲71,860,700 

《2018 年度ＬＰＧＡ賞金ランキング 45 位～55 位(2018.11.4 時点)》 

  獲得賞金(円)   50 位との差(円) 

45 位 香妻 琴乃 22,643,333 1,485,583 

46 位 木戸 愛 22,575,183 1,417,433 

47 位 大城 さつき 21,691,100 533,350 

48 位 笠 りつ子 21,653,808 496,058 

49 位 藤田 さいき 21,268,358 110,608 

50 位 大里 桃子 21,157,750  ― 

51 位 畑岡 奈紗 20,907,571 ▲250,179 

52 位 佐伯 三貴 20,623,571 ▲534,179 

53 位 一ノ瀬 優希 20,437,807 ▲719,943 

54 位 渡邉 彩香 20,398,250 ▲759,500 

55 位 安田 彩乃 20,071,000 ▲1,086,750 

※当大会終了時点の 2018 年ＬＰＧＡレギュラーツアー上位 50 名に来季 2019 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 2019 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。 

●大会でのチャリティ活動

①愛媛県へ西日本豪雨災害 義援金寄付
本年 7月の西日本豪雨災害で被災された愛媛県の皆様へ復興支援にお役立ていただき 

たいとの思いから、大会で得られましたチャリティ収益金を含む災害義援金 1,000 万円を 

愛媛県に寄付いたします。 

②「エリエールバーディチャリティ」
本年はエリエール所属の河本  結選手が 2018 年度獲得した 

トータルバーディ数(2018.11.5 現在 174 個)と、ご来場されたギャラリ

ーの方の人数をポイント化したパック数のベビー用紙おむつ

「GOO.N」及び生理用品「elis」を愛媛県下の児童福祉施設等に 

寄贈いたします。ぜひご来場いただき、チャリティにご参加ください。 



【河本 結選手のプロフィール】 

氏名：河本 結（かわもと ゆい） 

出身地：愛媛県松山市 

プロテスト合格日：2018 年 7 月 27 日 

ステップ・アップ・ツアー優勝回数：4 回 

2018 年ステップ・アップ・ツアー獲得賞金ランキング：１位 

●入場チケット情報
＜前売り券・当日券料金＞ ※全て税込 

前売り 1 日券 当日券 

11/15(木) 第 1Ｒ 3,000 円 3,500 円 

11/16(金) 第 2Ｒ 3,000 円 3,500 円 

11/17(土) 第 3Ｒ 3,000 円 3,500 円 

  11/18(日)  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 5,500 円（税込）で販売しております。 

※平日 11/15(木)・11/16(金) ご来場のお客様には 11/17（土）、11/18（日）の 

当日券にご利用いただける割引券（500 円券）を差し上げます。 

※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(11/14)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  (サークルＫ･サンクス･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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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 37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 2018年 11月 15日(木)～2018年 11月 18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 

 

 


