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コード番号:[3880] 

             

     
 2017 年 8 月 9 日(水)～8 月 31 日(木) 

エリエールブランドの大王製紙株式会社 (住所 :東京都千代田区富士見 

二丁目 10 番 2 号)は、2017 年 LPGA ツアー公認競技最終戦｢第 36 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選考会｢第 5 回エリエール 

レディスアマチュア選手権 2017｣を 8 月 9 日から 5 会場(福島県/兵庫県/埼玉県/

福岡県/香川県)で開催します。 

各会場での優勝選手 5 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。 

当アマチュア選手権は全国開催となってから 5 年目を迎えます。 

これまでこの大会には、横峯 さくらプロ、鈴木 愛プロなど現在活躍中の 

多くの選手がアマチュア時代に出場しています。 

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 36 回大王製紙エリエールレディスオープン大会概要〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アマチュア 選手権 2017

開催 
～ 世界で活躍するプロゴルファーを夢見て ～ 

●開催日時 

 2017年 11月 16日(木)～19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 

 

 

 

 

 



 
第 5回エリエールレディスアマチュア選手権 2017 

開催場所と日程 

【東北大会】 

■ 日 時 ：2017年 8月 9日(水) 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 

【関西大会】 

■ 日 時 ：2017 年 8月 18日(金) 8時 00分(スタート予定) 

■ 場 所 ：東条ゴルフ倶楽部 

 〒673-1324 兵庫県加東市新定 1188-4 

 TEL  0795-46-1155 

 

【関東大会】 

■ 日 時 ：2017年 8月 23日(水) 8時 00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 

 

【九州大会】 

■日時 ：2017年 8月 25日(金) 8時 00分(スタート予定) 

■場所 ：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 

 

【四国大会】 

■ 日 時 ：2017年 8月 31日(木) 8時 00分(スタート予定) 

■ 場 所 ：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  
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第5回エリエールレディスアマチュア選手権 2017申込み概要 

■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 ※研修生含む 

(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 

■募集人員   各会場 60 名予定 

(1)先着で出場者を決めさせて頂きます。 

(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せて頂きます。 

■競技方法   18 ホールズ・ストロークプレー 

(1) 2017 日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び 2017 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、マッチング・スコア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。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、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) 

(4) 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  ②抽選 

■本戦選考人数 

各会場1名（優勝者） 

■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）に推薦いたします。 

■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。 

■ 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。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いたします。 

■申込方法 以下のサイトからお申込み下さい 

申込ＵＲＬ ： http://spoen.net/70410/a 

※今大会よりエントリー方法を上記サイトからのみに変更いたしました。ＦＡＸ・郵送

でのお申し込みは受け付けておりませんので予めご了承下さい。 

※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。予めご了承下さい。 

■エントリーフィ 

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
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ーにて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・サークル Ｋ サンクス・ミニストップ・デイリーヤマザキ等がご利用頂けます。 

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頂きます。 

コンビニでのお支払い日時が入金日となります。 

※別途システム利用料と入金手数料が発生いたします。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 

※申込期日：東北大会 2017年7月19日(水)        九州大会    2017年8月  4日(金) 

※申込期日：関西大会 2017年7月28日(金)        四国大会    2017年8月10日(木) 

※申込期日：関東大会 2017年8月  2日(水) 

尚、お支払期限はお申し込み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」とさせて頂きますので、早めにお支払頂きますよ

うお願いいたします。入金の際の手数料はご負担頂きますよう予めご了承下さい。 

■アマチュア選手権のプレーフィ(税込)及び注意事項 

 (1)  東北大会 五浦庭園カントリークラブ  8,690円 

  (2)  関西大会 東条ゴルフ倶楽部 11,310円 

  (3)  関東大会 高坂カントリークラブ 米山コース 12,716円 

  (4)  九州大会 ザ・クラシックゴルフ倶楽部クイーン・プリンスコース 12,131円 

  (5)  四国大会 エリエールゴルフクラブ（財田） 9,500円 

 ※プレーフィにはキャディフィ（3サム1キャディ）、ロッカーフィを含む。 

(四国大会のみ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購入品は含みません。 

  ※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。 

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

練習ラウンドプレーフィ(税込) 

予選会名  
指定練習ラウンド 

備考  
出場選手  同伴ゲスト 同伴プロ 

東北大会  8,690 円  10,240 円  7,560 円  乗用カート・キャディ付  

関西大会  11,310 円  11,310 円  11,310 円  乗用カート・キャディ付  

関東大会  12,716 円  17,620 円  9,466 円  乗用カート・キャディ付  

九州大会  12,131 円  14,291 円  7,830 円  乗用カート・キャディ付  

四国大会  9,500 円  11,130 円  8,470 円  乗用カート・キャディ付  

(1) 各開催コースに事前に直接お申し込み下さい。(指定練習日以外の予約も含む) 

(2) 上記料金は3サム1キャディの料金です(四国大会のみ 4サム1キャディ) 

(3) 2サム(四国大会は 2or3サム)の場合は別途割増し料金が発生します。 

(4) 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)/田中(ﾀﾅｶ) 

〒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：03-3237-4121 
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