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 2014 年 7 月 18 日(金)～8 月 19 日(火) 

エリエールブランドの大王製紙株式会社(住所:東京都新宿区早稲田町 70-1)

は、2014 年ＬＰＧＡツアー公認競技最終戦｢第 33 回大王製紙エリエール    

レディスオープン｣の本戦出場権を賭けた｢エリエールレディスアマチュア 

選手権 2014｣を本年も開催します。 (各会場での優勝選手 7 名を本年の      

大王製紙エリエールレディスオープン｣本戦に主催者推薦いたします。) 

本年は、新たに中部エリアを加え、全国 6 地区 7 会場(福島県/埼玉県/千葉県

愛知県/兵庫県/愛媛県/福岡県)で開催。 

昨年の関西大会を制した小野 祐夢選手(当時 16 歳)

はエリエールレディスオープン本選で 30 位タイと

なり、見事ベストアマチュア賞を獲得しました。 

トッププロの磨き抜かれた技術と息使いを、同じ 

舞台で間近に感じることで、近い将来、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。 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

※参加申込みに関するお問合せは添付資料 3 に記載の株式会社第一通信社まで 

お問い合わせ願います。                

大王製紙株式会社 

東京都新宿区早稲田町 70-1 ｴﾘｴｰﾙ早稲田ﾋﾞﾙ  担当：福田/紙崎(ｶﾐｻﾞｷ) 

TEL.03-3205-6012  FAX.03-3205-6011 

 

 

 

第 2 回 ﾚﾃﾞｨｽ ｱﾏﾁｭｱ選手権 2014 開催 
～ 世界で活躍するプロゴルファーを夢見て ～ 

ベストアマチュア賞を獲得した小野選手(左) 

右は昨年の本戦覇者 森田 理香子プロ 



エリエールレディスアマチュア選手権2014 

開催場所と日程 

【関東(埼玉)大会】 

■ 日 時 ：2014年7月18日(金) 7時30分(スタート予定) 

■ 場 所 ：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 

【東北大会】 

■ 日 時 ：2014年7月29日(火) 8時00分(スタート予定) 

■ 場 所 ：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 

【中部大会】 

■ 日 時 ：2014年7月31日(木) 7時30分(スタート予定) 

■ 場 所 ：セントクリークゴルフクラブ  EAST･WESTコース 

 〒444-2527 愛知県豊田市月原町黒木1-1 

 TEL 0565-64-2121 

【関西大会】 

■ 日 時 ：2014年8月8日(金) 7時36分(スタート予定) 

■ 場 所 ： 俱東条ゴルフ 楽部 

 〒673-1324 兵庫県加東市新定1188-4 

 TEL 0795-46-1155 

【九州大会】 

■ 日 時 ：2014年8月12日(火) 7時30分(スタート予定) 

■ 場 所 ： 俱ザ･クラシックゴルフ 楽部  プリンス･キングコース 

 〒823-0017 福岡県宮若市大字倉久1-3 

 TEL 0949-33-1111 

【関東(千葉)大会】 

■ 日 時 ：2014年8月15日(金) 7時30分(スタート予定) 

■ 場 所 ： 俱姉ヶ崎カントリー 楽部  EASTコース 

 〒299-0121 千葉県市原市立野165-1 

 TEL 0436-66-1116 

【四国大会】 

■ 日 時 ：2014年8月19日(火) 7時30分(スタート予定) 

■ 場 所 ：エリエールゴルフクラブ松山  

 〒799-2641 愛媛県松山市柳谷町乙45-1 

 TEL 089-977-7222 
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エリエールレディスアマチュア選手権2014 お申込み概要 

■参加資格 

参加日においてアマチュア資格を有する女性アマチュアゴルファーで以下(1)～(3)のいずれか 

を満たす方。 

(1) 各種ゴルフ関連団体・クラブに所属している方。 

(2) 学生、生徒等は学校の推薦(許可)がある方。 

(3) 各都道府県のゴルフ連盟及び協会に加盟のゴルフ場支配人の推薦がある方。 

■募集人員 

各会場60名予定 ※先着で出場者を決めさせて頂きます。 

         ※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頂きます。 

■競技方法 

18ホールズ・ストロークプレー 

(1) 2014日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び2014日本女子プロゴルフ協会競技の条件および 

  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。 

    (2) 上記でタイが生じた場合、18番ホールからのカウントバック方式にて順位を決定します。 

    (3)  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 

        行い順位を決定します。9ホールの競技も不可能な場合は、各会場特別ルールによって、 

  本戦出場選手を決定します。競技方法の変更は、当日大会事務局より発表します。 

■選考人数 

各会場1名（優勝者） 

■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。 

■エントリーフィ 

5,000円（税込）※当日クラブハウス選考会受付にてお支払いください。 

                   ※受付締切り後のキャンセルは、後日エントリーフィをご請求させていた 

だきますので、予めご了承願います。 

■プレーフィ(税込み) 

  (1) 関東(埼玉)大会 高坂カントリークラブ米山コース 12,500円 

  (2) 東北大会 五浦庭園カントリークラブ 8,690円 

  (3) 中部大会 セントクリークゴルフクラブ 13,514円 

 (4) 関西大会 東条ゴルフ俱楽部 12,000円 

 (5) 九州大会 俱ザ･クラシックゴルフ 楽部  11,051円 

 (6) 関東(千葉)大会 俱姉ヶ崎カントリー 楽部 11,600円 

 (7) 四国大会 エリエールゴルフクラブ松山 9,210円 

※キャディフィ（3サム1キャディ）、ロッカーフィーを含む。(中部大会、四国大会は 

4サム1キャディ) 

  ※レストラン使用、クラブハウス内での個人による買い物は含みません。 

  ※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。 
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■ 表 彰 式 

競技終了後に表彰式を行いますので、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います。 

■指定練習 

(1) 各開催コースに直接お申し込みください。 

(2) プレーフィは各コースによって異なります。 

(3) 帯同キャディは一切認めません。 

練習ラウンドプレーフィ(税込み) 

 

 

 

 

 

 

     

※上記料金は、3バック1キャディの料金(中部大会、四国大会は4サム1キャディ) 

          ※2バッグ(中部大会、四国大会は3バッグ含む)の場合は別途割増し料金が発生します。 

■申込方法 

所定の申し込み用紙（コピー・打ち込み可）に必要事項を記入の上、郵送、FAX、メールいずれ 

かの方法にてお送りください。 

複数箇所の申込みはできません。(いずれか1会場のみの参加となります。) 

※ 申込期日：2014年7月1日(火) 必着 

   ※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頂きます。 

 

本戦実施概要 

第33回大王製紙エリエールレディスオープン 

日時／2014年11月20日（予選1日）21日（予選2日）22日（決勝1日）23日（決勝2日） 

場所／エリエールゴルフクラブ（香川県三豊市） 
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7/17(木)を指定練習日として出場選手に枠を

ご用意しています。

東北大会 全日 8,690円 全日 9,160円 全日 7,560円

7/30(水)の指定練習日のみの料金です。

その他の日は直接ゴルフ場へお問合せください。

平日 12,000円 平日 12,000円

土日祝 15,000円 土日祝 15,000円

九州大会 全日 11,051円 全日 12,131円 全日 7,830円

関東(千葉)大会 全日 13,800円 全日 13,800円 全日 9,300円

平日 9,210円 平日 12,220円

土日祝 13,300円 土日祝 16,000円

指定日 18,194円 指定日 10,634円

備考
練習ラウンド

全日 8,000円

関東(埼玉)大会 平日 12,500円 平日 17,504円 平日 9,350円

関西大会

四国大会 全日 8,130円

出場選手 同伴ゲスト 同伴プロ

中部大会 指定日 11,714円



 

参加申込書 

 

                  記入日 2014年  月  日 

株式会社第一通信社 

〒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：03-3237-4104／FAX：03-3237-4122 

Mail：iefuji@ittsu.ne.jp  担当：家藤（ｲｴﾌｼﾞ）/中山 
 

申込締切 2014年7月1日(火) 必着 

 

参加希望 

 大会 

 

 
□関東(埼玉)大会  高坂カントリークラブ 米山コース 

□東北(福島)大会  五浦庭園カントリークラブ 

□中部(愛知)大会  セントクリークゴルフクラブ EAST・WESTコース 

□関西(兵庫)大会  俱東条ゴルフ 楽部 

□九州(福岡)大会  ザ･クラシックゴルフ俱楽部 プリンス・キングコース 

□関東(千葉)大会  俱姉ヶ崎カントリー 楽部 EASTコース 

□四国(愛媛)大会  エリエールゴルフクラブ松山 

 

※希望大会に✓を付けて下さい。（複数大会不可） 

 

自宅住所 

〒   － 

 

フリガナ  

氏 名  

生 年 月 日 

(西暦) 
年   月   日 連 絡 先     －    －    

所属コース 

学校名 
 ベストスコア  

※お客様の個人情報は、当大会及び大王製紙エリエールレディスオープンに関すること以外には 

使用いたしません。また、お客様の同意なしに第三者に開示、提供することはございません。 

※大会の模様は、報道及び大会HP等で紹介されますので予めご了承ください。 

※中部大会、四国大会を除き、原則、3 バック 1 キャディとしますが、組み合わせの都合により 

2 バック 1 キャディとなる場合がございます。ただし、その際はプレーフィの変更はいたし  

ませんので、予めご了承願います。 

※各会場の申込み状況等、事前情報に関しましては、お答えできません。 

予めご了承願います。 

※各会場の参加人数が定員に満たない場合も各会場での大会は開催いたします。 
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