
　第 13 回「ニトリレディスゴルフトーナメント」にご来場いただき
誠にありがとうございます。
　ニトリ創業の地、「北海道をより明るく元気に！」という想いでス
タートした本大会も、お蔭様をもちまして今年で 13 回目の開催を迎
えることができました。これもひとえに、ギャラリーの皆様をはじめ、
関係各位のご支援の賜物と感謝申し上げます。
　今年は 3年ぶりとなる有観客での開催となり、北の大地で繰り広げ
られる熱き戦いをゴルフファンの皆様に観戦いただくことは、心から
待ち望んだ瞬間です。
　歴史と伝統を誇り、小樽の美しい景観に広がる名コース「小樽カン
トリー倶楽部」を舞台に優勝の栄誉をめぐるプロ達の白熱した 4日間
大会は、皆様のご声援によってさらに盛り上がることと存じます。
皆様のご支援を賜り、第 13 回大会を成功させ、これからも末永く皆
様から愛される大会となるよう目指して参ります。
　最後になりましたが、開催にご尽力いただいたボランティアの皆様、
小樽カントリー俱楽部様、ご協力を賜りました協賛各社様、運営に携
わった多くの方々に感謝の意を表し、ご挨拶とさせていただきます。
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大会名称
主　　催
公　　認
後　　援

協　　力
協　　賛

企画運営
開催日程

開催会場

出場資格

競技方法

競技規則

ニトリレディスゴルフトーナメント（第 13回）
株式会社ニトリ
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会
公益財団法人日本ゴルフ協会、北海道ゴルフ連盟、北海道、
小樽市、札幌市、小樽市教育委員会、
一般社団法人北海道商工会議所連合会、小樽商工会議所、
札幌商工会議所、公益財団法人北海道スポーツ協会、
NPO法人小樽スポーツ協会、日本経済新聞社、
北海道新聞社、テレビ東京、テレビ北海道（順不同）
小樽カントリー倶楽部
井澤金属株式会社、株式会社コーセー、湘南美容グループ、
住友ゴム工業株式会社、セコム株式会社、
ソフトバンク株式会社、大東建託株式会社、
株式会社ダスキン、日本生命保険相互会社、
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社、
メルセデス・ベンツ日本株式会社（五十音順）
株式会社ニトリパブリック、株式会社東急エージェンシー
2022年8月25日（木）第 1日（予選ラウンド）
　　　　　26日（金）第 2日（予選ラウンド）
　　　　　27日（土）第 3日（決勝ラウンド）
　　　　　28日（日）最終日（決勝ラウンド）
小樽カントリー倶楽部
〒047-0261 北海道小樽市銭函3-73　TEL: 0134-62-5051
1）JLPGA規定による出場資格により100名
2）主催者の推薦選手 20名（アマチュア含む）
4日間 72 ホールズ・ストロークプレー
第1日、第2日を予選ラウンドとし、36ホール終了時上位
60位タイまでが決勝ラウンドに進出する。72ホールを終了
し、第 1位がタイの場合は、即日指定ホールにおいて、ホー
ルバイホールによるプレーオフを行い、優勝者を決定する。
R&AとUSGAが承認したゴルフ規則（2019年1月施行）と
JLPGA ローカルルールおよび競技の条件、本大会追加ロー
カルルールを適用する。

T V   中継

インターネット
中継 LIVE 配信

入場料金

■テレビ東京系列全国 6局ネット＋BSテレ東
（テレビ北海道、テレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪、
テレビせとうち、TVQ九州放送）
8月27日（土）16:00 ～ 17:15  生中継
　　28日（日）14:00 ～ 15:15   生中継
・BSは地上波と同じ時間で生対応、地上波サイマル放送  
   28日（日）BSはマルチチャンネルにて最大18: 55まで延長
■ゴルフネットワーク　とことん１番ホール生中継
8月27日（土）
  8:00 ～ 13 :00  とことん１番ホール生中継 3 日目
17:15 ～ 22 :15   PLAYBACK1番ホール
8月28日（日）
  8: 00 ～  10 :45 とことん１番ホール生中継 最終日  （最大延長11:00）
17:15 ～ 20 :00 PLAYBACK1番ホール
■JLPGA配信時間
【大会 1日目】8月25日（木）12:30 ～ 17:30
【大会 2日目】　　 26 日（金）12:30 ～ 17:30
【大会 3日目】　　 27 日（土）12:20 ～ 17:20
【大会 4日目】　　 28 日（日）10:20 ～ 15:50
■配信プラットフォーム: GOLFTV、DAZN他
■前売り券（各日指定）　
・予選ラウンド（8月25日・8月26日）1日券 2,000 円
・決勝ラウンド（8月27日・8月28日）1日券 4,000 円
＜前売り券販売場所＞
・ローソンチケット、セブンチケット
年齢区分による入場制限はございません。（小学生以上は
本券が必要になります。） ＊未就学児の入場は無料ですが、
競技の妨げとならぬよう、保護者の方がご配慮ください。

大会ホームページ　https://www.nitori-ladies.jp/

Tournament Facts 大会概要

Prizes 優勝副賞

賞金総額　１億円　　　優勝賞金　1,800 万円　　　優勝賞品　優勝杯

優勝副賞

特別賞

・ゆめぴりか一年分
   [ 提供 : JAバンク北海道 ]

ホールインワン賞
・賞金 200 万円【NO.17/ 大会期間中、複数均等割り】
   [ 提供 : 株式会社ダスキン ]
・賞金 200 万円【NO.12/ 決勝ラウンド、複数均等割り】
   [ 提供 : GOLF５]

賞金総額　100,000,000 円

優勝賞金　1,800 万円

優勝賞品　優勝杯

優勝副賞
・電動リクライニングカウチソファ
   [ 提供 : 株式会社ニトリ ]
・EQA 250
   [ 提供 : メルセデス・ベンツ日本株式会社 ]
・ゆめぴりか一年分
   [ 提供 :ＪＡバンク北海道 ]
・小樽硝子「新・小樽焼」、小樽特産品詰合
   [ 提供 : 小樽市 ]   

特別賞
ホールインワン賞
・賞金 200 万円【NO.17 ／大会期間中、複数均等割り】
   [ 提供 : 株式会社ダスキン ]
・賞金 200 万円【NO.12 ／決勝ラウンド、複数均等割り】
   [ 提供 :GOLF５]

ベストスコア賞
・賞金 30万円【大会最終日ベストスコア／複数均等割り】
   [ 提供 : 小樽カントリー倶楽部 ]

ベストアマチュア賞
・トロフィー、記念品
   [ 提供 : 株式会社ニトリ ]

賞金総額　100,000,000 円

優勝賞金　1,800 万円

優勝賞品　優勝杯

優勝副賞
・電動リクライニングカウチソファ
   [ 提供 : 株式会社ニトリ ]
・EQA 250
   [ 提供 : メルセデス・ベンツ日本株式会社 ]
・ゆめぴりか一年分
   [ 提供 :ＪＡバンク北海道 ]
・小樽硝子「新・小樽焼」、小樽特産品詰合
   [ 提供 : 小樽市 ]   

特別賞
ホールインワン賞
・賞金 200 万円【NO.17 ／大会期間中、複数均等割り】
   [ 提供 : 株式会社ダスキン ]
・賞金 200 万円【NO.12 ／決勝ラウンド、複数均等割り】
   [ 提供 :GOLF５]

ベストスコア賞
・賞金 30万円【大会最終日ベストスコア／複数均等割り】
   [ 提供 : 小樽カントリー倶楽部 ]

ベストアマチュア賞
・トロフィー、記念品
   [ 提供 : 株式会社ニトリ ]

・小樽硝子「新・小樽焼」、小樽特産品詰合
   [ 提供 : 小樽市 ]   

ベストスコア賞
・賞金 30万円【大会最終日ベストスコア /複数均等割り】
   [ 提供 : 小樽カントリー倶楽部 ]

ベストアマチュア賞
・トロフィー、記念品
   [ 提供 : 株式会社ニトリ ]

・電動リクライニングカウチソファ
   [ 提供 : 株式会社ニトリ ]

・EQA 250
   [ 提供 : メルセデス・ベンツ日本株式会社 ]



Players 出場選手紹介

Contracted Players
ニトリ契約選手紹介

［プロフィールの見方］①生年月日 ②出身地 ③身長 ④JLPGA ツアー勝利数（海外優勝含む） ⑤2022 年メルセデス・ランキング（順位） 
⑥2022 年獲得賞金（順位） ⑦2022 年平均ストローク（順位） ※④⑤⑥⑦は CAT Ladies2022 終了時点

所属/Rakuten
❶1999年7月29日 ❷東京都豊島区
❸166cm ❹11勝 
❺1,519pt（3位）
❻96,623,833円 （3位）
❼70.1882 （1位）
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所属/大東建託
❶1993年9月19日 ❷静岡県熱海市
❸172 cm ❹5勝 
❺557.3pt（21位）
❻43,229,666円 （17位）
❼72.0479（36位）
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所属/スターツ
❶2000年8月4日 ❷大阪府堺市
❸150 cm ❹6勝 
❺1,386.33pt （4位）
❻95,423,103円 （4位）
❼70.3966 （3位）
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M
on

e I
na

mi

Yu
na

 N
ish

im
ura

所属/NIPPON EXPRESSホールディングス
❶1999年2月15日 ❷神奈川県横浜市
❸173 cm ❹4勝 
❺251.07pt （57位）
❻15,351,571円 （52位）
❼72.2203 （45位）

原 英莉花
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所属/ダイセル
❶1996年3月3日 ❷徳島県徳島市
❸165 cm ❹2勝 
❺1,085.92pt（8位）
❻56,411,743円 （9位）
❼70.8286 （9位）
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所属/島津製作所
❶2001年10月8日 ❷千葉県船橋市
❸158 cm ❹5勝 
❺1,860.2pt （1位）
❻100,798,000円 （2位）
❼70.1892（--位）

西郷 真央
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吉田 優利
所属/エプソン
❶2000年4月17日 ❷千葉県市川市
❸158 cm ❹2勝 
❺991.12pt （9位）
❻52,213,951円 （11位）
❼70.7333 （5位）
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所属/ZOZO
❶1986年6月15日 ❷熊本県熊本市 
❸161 cm ❹17勝
❺709.77pt （14位）
❻46,268,500円 （13位）
❼70.9444（11位）

M
on

e I
na

mi

M
om

ok
o U

ed
a

❶1996年6月4日 ❷大阪府四條畷市
❸161 cm ❹2勝
❺314.29pt （45位）
❻16,711,118円 （48位）
❼72.3239 （51位）

岡山 絵里
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❶1998年4月15日 ❷北海道北広島市
❸158 cm ❹7勝
❺1,166.57pt （6位）
❻64,479,875円 （7位）
❼70.8071 （6位）
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所属

❶1998年1月24日 ❷滋賀県彦根市
❸167 cm ❹0勝 
❺13.23pt（127位）
❻1,282,000円 （125位）
❼74.3333（--位）

松田 鈴英
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❶1998年10月24日❷熊本県熊本市
❸151 cm ❹0勝
❺6pt（140位）
❻660,000円 （140位）
❼76.0667（--位）
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❶2003年7月21日
❷神奈川県小田原市 
❸161cm ❹0勝 
❺398.35pt（34位）
❻19,397,618円（37位）
❼71.9583（32位）

佐藤 心結
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❷埼玉県さいたま市
❸154cm 

六車 日那乃
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❶1995年4月28日 ❷宮崎県宮崎市
❸158 cm ❹2勝 
❺292.73pt （48位）
❻18,655,285円 （39位）
❼72.1069 （40位）
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2021 Champion



今季自身初メジャー優勝を挙げた

山下 美夢有山下 美夢有
悲願の連覇に挑むディフェンディングチャンピオン

稲見 萌寧稲見 萌寧
地元＆ホステス優勝を狙う

小祝 さくら小祝 さくら

北の大地の名門・小樽に
新時代の熱き風が舞う。

今大会の見どころ

　今年で13 回目の開催を迎えるニト
リレディスゴルフトーナメント。舞
台は北の大地が誇る名門・小樽カン
トリー倶楽部だ。1928年の開場から
歴史と伝統を紡ぎ、円熟した18ホー
ルは、美しくも難解なチャンピオン
コース。特に16番ホールは、例年最
も難しいホールとされる鬼門だ。昨
年は JLPGAツアー初の試みとして、
日によってパー 4とパー 5 を入れ替
える世界基準のセッティングを実施。
しっかりと距離のあるヤーデージに
加え、巧みに配置されたハザードと
上空吹き荒れる海風は、選手たちの
挑戦を掻き立て、そして、惑わす。

試合終盤まで目が離せない展開にな
ること必須だ。
　また、今年も新たな息吹がJLPGA
ツアーを盛り上げている。国内開幕
戦でツアー初優勝を飾ると勢いその
ままに12 試合で6勝を挙げ、一躍ス
ターダムへとのし上がった西郷真央
をはじめ、自身初のメジャー制覇を
果たし、AIG 全英女子オープンでも
健闘した山下美夢有、JLPGA ツアー
史上 3 人目となる初優勝からの 2 週
連続優勝の快挙を成し遂げた岩井千
怜ら、若い世代がツアーを牽引。一
方、ディフェンディングチャンピオン
として今大会を迎える稲見萌寧は、

現在、平均ストロークトップ（70.1882）
をマークしており、総合力の高さは
ピカイチ。貫禄のゴルフで、自身初の
連覇に期待がかかる。そして、地元北
海道出身のホステスプロ・小祝さくら
は、今季ツアー通算7勝目を挙げ、出
場23 試合中10 試合でトップ10入り
する安定感で、地元＆ホステス優勝
に並々ならぬ想いで挑む。
　第13回ニトリレディスゴルフトー
ナメントを制するのは、勢いに乗る
ニューヒロインか、抜群の安定感を
誇る実力者か、はたまた百戦錬磨の
経験を持つベテラン勢か。
　新時代の熱き風が小樽に舞う。

本文は、8 月 21 日時点の
ツアーデータに基づいて

構成されています。


