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NEWS RELEASE 
    2020 年 8 月 20 日 

 

 

 

各 位 
   株式会社ニトリホールディングス 

 

 

『ニトリレディスゴルフトーナメント』 
開催のお知らせ 

ニトリレディスゴルフトーナメント 

大会会長  似鳥 昭雄 

（株式会社ニトリホールディングス 代表取締役会長 兼 CEO） 

 

株式会社ニトリ（以下、ニトリ）が主催する、JLPGA ツアー『ニトリレディスゴルフトーナメント』は、来る 8 月

27日（木）から 30日（日）までの 4日間、北海道小樽市の小樽カントリー倶楽部で開催いたします。 

 

本大会は、ニトリ創業の地であり、これまでニトリを支えてくれた“北海道をより明るく、より元気に！”という

想いから、地域密着のトーナメント創りを目指して 2010 年にスタートしました。ゴルフというスポーツを通じて

地元の皆様とふれあい、楽しみ、ゴルフの振興と北海道の活性化に毎年取り組んできました。 

第 11 回を迎える今年は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大への懸念から慎重に検討を重ね

てまいりましたが、ギャラリー、選手、ボランティアの皆さまの安全確保の観点から、無観客で開催することと

なりました。 

ニトリでは、多くの大会が中止になる中、明るい話題を届けてくれる女子プロゴルファーのために、という想

いから、今大会に限り賞金総額は 2億円（優勝賞金 3,600万円）に増額。女子プロゴルフ界を全力で応援し

てまいります。 

また、開催に際しましては、感染症専門の医師から助言をいただきながら、プロゴルフトーナメント運営の

指針となる「日本国内プロゴルフトーナメントにおける新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に則り、で

きる限りの感染予防対策を講じてまいります。 

 

いよいよ動き出した JLPGA ツアーも今回で 3戦目を迎えます。ニトリ所属プロからは、地元・北海道出身

で昨年は自身最高の賞金ランキング 8 位と、さらなる活躍が期待される小祝さくらや、安定したパフォーマ

ンスでたびたび上位争いを演じる岡山絵里はじめ、若手中心の所属選手を引っ張るニトリ所属 5 年目の永

峰咲希や、初優勝が期待される松田鈴英の 4名が出場します。 

また、ディフェンディングチャンピオンの鈴木愛などの実力者はもちろん、原英莉花など昨今ツアーを牽

引する 1998 年度生まれの“黄金世代”、昨年アマチュア優勝を挙げプロ転向を果たした古江彩佳や、安田

祐香、吉田優利、西村優菜などアマチュア時代から名を馳せた“ミレニアム世代”といった若手有望株も揃っ

てエントリーしています。 

 

総勢 120 名のプロ及びアマチュア選手による熱い戦いが間もなく幕を開けます。雄大な自然の中に広が

る名コース「小樽カントリー倶楽部」を舞台に、今年はどのようなドラマが生まれるのか、今から非常に楽しみ

でなりません。 

報道関係の皆様におかれましては、本大会にご期待頂きますとともに、一層のご支援、ご協力を賜ります

ようお願いいたします。 
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大会実施要項 
 

 

 

大会名称  ニトリレディスゴルフトーナメント 

 

主 催  株式会社ニトリ 

 

公 認  一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 

 

後 援  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 

 

協 力  小樽カントリー倶楽部 

 

協 賛  株式会社アインホールディングス、井澤金属株式会社、株式会社コーセー、 

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 

 

企画運営  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 

 

開催日程  2020 年 8 月 24 日（月）PCR 検査  ※一般営業日 

25 日（火）指定練習日 

26 日（水）指定練習日 

27 日（木）予選ラウンド第 1 日（午前・午後スタート） 

28 日（金）予選ラウンド第 2 日（午前・午後スタート） 

29 日（土）決勝ラウンド 

30 日（日）決勝ラウンド 

 

開催場所  小樽カントリー倶楽部    6,695 ﾔｰﾄﾞ／ﾊﾟｰ 72 

       〒047-0261 北海道小樽市銭函 3-73   TEL：0134-62-5051 

 

出場資格  ①LPGA 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 

 

競技方法  ①4 日間 72 ホールズ・ストロークプレー 

②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 位タイまでの選手が決勝

ラウンドに進出する。 

③72 ホールを終了し、第 1 位タイの場合は、即日指定するホールにおいて、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。 

 

競技規則  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。 
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大会実施要項 
 

 

賞  金  賞金総額 20,000 万円 

優勝賞金  3,600 万円 

 

賞  杯  優勝杯 

 

優勝副賞  ■本革 3 人用電動リクライニングソファ アネーロ        [提供：株式会社ニトリ] 

      ■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 

(予定)     NO.17  賞金 200 万円（大会期間中、複数均等割り） 

[提供：株式会社ダスキン] 

NO.12   賞金 200 万円（決勝ラウンドのみ、複数均等割り） 

[提供：GOLF5] 

      ■ベストスコア賞【大会最終日ベストスコア／複数均等割り】 

        賞金 30 万円                  [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・ニトリ商品券（5 万円分）          [提供：株式会社ニトリ] 

 

テレビ放送  ■テレビ東京系列全国６局ネット＋ＢＳテレ東 

(予定)  （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 29 日＜土＞ 16:00~17:15（生中継） 

        8 月 30 日＜日＞ 14:00~15:15（生中継） 

      ■ゴルフネットワーク 

8 月 29 日＜土＞ 8:30～13:00  とことん１番ホール生中継 3 日目 

        18:45～23:15 ＰＬＡＹＢＡＣＫ１番ホール 3 日目 

        8 月 30 日＜日＞ 7:00～10:30  とことん１番ホール生中継 最終日 

                18:30～22:00 ＰＬＡＹＢＡＣＫ１番ホール 最終日 

 

インターネット中継  3 日目・最終日 YouTube で LIVE 配信[1 チャンネル]（制作・配信：テレビ東京） 

(予定)   ■配信時間 

        8 月 29 日＜土＞ 12:00～16:00 

        8 月 30 日＜日＞ 10:00～14:00 



 4 

賞金配分表 
 

 

 
※今大会に限り賞金総額を 2億円に増額 

 

賞金総額  ￥200,000,000 
  ［順位賞金 単位：円］ 

順位 賞金額 順位 賞金額 

優勝 ¥36,000,000 31 ¥1,360,000 

2 17,600,000 32 1,320,000 

3 14,000,000 33 1,280,000 

4 12,000,000 34 1,240,000 

5 10,000,000 35 1,200,000 

6 8,000,000 36 1,160,000 

7 7,000,000 37 1,120,000 

8 6,000,000 38 1,080,000 

9 5,000,000 39 1,040,000 

10 4,000,000 40 1,000,000 

11 3,600,000 41 980,000 

12 3,400,000 42 960,000 

13 3,200,000 43 940,000 

14 3,000,000 44 920,000 

15 2,800,000 45 900,000 

16 2,600,000 46 880,000 

17 2,400,000 47 860,000 

18 2,200,000 48 840,000 

19 2,000,000 49 820,000 

20 1,800,000 50 800,000 

21 1,760,000 51 780,000 

22 1,720,000 52 760,000 

23 1,680,000 53 740,000 

24 1,640,000 54 720,000 

25 1,600,000 55 700,000 

26 1,560,000 56 680,000 

27 1,520,000 57 660,000 

28 1,480,000 58 640,000 

29 1,440,000 59 620,000 

30 1,400,000 60 600,000 

 

 

※予選通過者の人数に伴い賞金配分に変更が生じます。 
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出場予定選手（１２０名） 
 

2020年 8月 18日現在 

■前年度賞金ランキング上位 50位までの者（３９名） 

鈴木  愛  イミニョン  穴井  詩  小祝さくら  柏原明日架  岡山 絵里 

原 英莉花  成田美寿々  比嘉真美子  高橋 彩華  ペヒギョン  テレサ・ルー 

三ヶ島かな  菊地絵理香  全  美貞  新垣 比菜  吉本ひかる  李  知姫 

笠 りつ子  Ｓ．ランクン  松田 鈴英  淺井 咲希  宮里 美香  青木瀬令奈 

永井 花奈  有村 智恵  大里 桃子  葭葉 ルミ  福田 真未  エイミー・コガ 

ユンチェヨン  大西  葵  酒井 美紀  永峰 咲希  篠原まりあ  脇元  華 

大城さつき  大山 志保  濱田 茉優 

 

■前年度 JLPGAツアー競技優勝者で、前号に該当しない者（１名） 

古江 彩佳 

 

■産休制度を適用し、復帰する者（１名） 

若林舞衣子 

 

■JLPGAツアーで 30勝した者（１名） 

不動 裕理 

 

■当該年度 JLPGAツアー優勝者（２名） 

渡邉 彩香  笹生 優花 

 

■前年度週番号第 46 週に開催される JLPGA ツアー競技終了時点の賞金ランキング 51 位から 55位の者（２名） 

金澤 志奈  森田  遥 

 

■前年度 JLPGAステップ・アップ・ツアー賞金ランキング上位 2位までの者（１名） 

サイペイイン 

 

■QTランキングリスト上位者（３０名） 

安田 祐香  木戸  愛  東  浩子  仲宗根澄香  木村 彩子  河野 杏奈 

藤本 麻子  セキ ユウティン  西郷 真央  吉本ここね  川岸 史果  山下美夢有 

沖 せいら  松森 彩夏  田中 瑞希  安田 彩乃  吉田 優利  西村 優菜 

山城 奈々  下川めぐみ  工藤 遥加  小林咲里奈  藤田さいき  竹内 美雪 

前田 陽子  佐伯 朱音  ささきしょうこ  吉川  桃  但馬  友  武尾 咲希 

 

■次点補充者（２３名） 

臼井 麗香  辻  梨恵  山戸 未夢  蛭田みな美  イ ソルラ  鶴岡 果恋 

髙木 優奈  加賀其真美  新海 美優  田辺ひかり  福山 恵梨  植竹 希望 

宮﨑 乙実  岩橋 里衣  吉野  茜  野澤 真央  槇谷  香  柳澤 美冴 

香妻 琴乃  新田 彩乃  木下  彩  （次点 ①）  （次点 ②） 

 

■主催者推薦選手（２０名）   

  原 江里菜  山村 彩恵  堀 奈津佳  横峯さくら  真鍋 早彩  大出 瑞月 

  西山ゆかり  堀  琴音  田村 亜矢  石井 理緒  山田 成美  山路  晶 

  服部 真夕 ＠六車日那乃 ＠小倉 彩愛 ＠和久井麻由 ＠阿部 未悠 ＠内田 琴子 

 ＠大田 紗羅 ＠上野菜々子 

 

＠･･･アマチュア 
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所属プロのご紹介 
 

 

主催の株式会社ニトリは、下記の 5 選手と所属契約を結んでいます。 

 

■永峰 咲希／Saki Nagamine 
 

           生年月日 ：1995 年 4 月 28 日 

出身地  ：宮崎県 

ツアー優勝：1 勝 

2019 年 賞金ランキング 45 位 

              

 

「こんな状況の中でも試合をしてくださることに感謝の気持ちでいっぱいですし、難しい小樽 CCに行けると

いう楽しみな気持ちが強いです。毎年、グリーンもフェアウェイも良い仕上がりですし、ピン位置ひとつです

ごく印象が変わってくるコースなので、攻めと守りをしっかりしていかないと痛い目を見るコースだなと思っ

ています。昨年よりも出来る事が増えてイメージが良くなってきていて、コースに行ってもそのイメージで打

てることが増えてきました。昨年はあまり調子が上がらない中、一杯一杯で守ることばかり考えて試合に

出た記憶がありますが、今年はまた違った気持ちでメリハリをつけていけそうな気持ちはあります。昨年は

我慢我慢ながら上に行けたので、今年はしっかりバーディーをたくさん獲ってニトリさんに喜んでもらえたら

一番良いなと思います。賞金を上げてくださったり、選手のモチベーションが落ちないように考えてくださっ

ているので、その恩返しは結果が一番かなと思っています」。 

 
 
 

■岡山 絵里／Eri Okayama  
 

生年月日 ：1996 年 6 月 4 日 

出身地  ：大阪府 

ツアー優勝：1 勝 

2019 年 賞金ランキング 12 位 

 

                           

「ニトリレディスは、所属先の試合として私にとって特別な大会なので、関係者の方たちに日頃の感謝を込

めて頑張りたいです。距離もゴルフの調子も上げていかないといけないですし、しっかりアイアンを打てな

いと難しいコースなので、その辺りはしっかり調整していきたいと思います。調子としては悪くないですが、

試合勘が薄れている部分があるので、その辺りを含めて調整出来ればと思います。TOP10 を目標に少し

でも上位を目指したいです」。 
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所属プロのご紹介 
 

■小祝 さくら／Sakura Koiwai  

           生年月日 ：1998 年 4 月 15 日 

出身地  ：北海道 

ツアー優勝：1 勝 

2019 年 賞金ランキング 8 位 
 

「ニトリレディスはアマチュアのころからたくさん出させてもらっていますが、年々マネジメントが良くなって

いるとは思うので昔よりは自信はついていると思います。ただ、中々成績を出せていないのも事実なので、

心配の方が大きい部分もありますが、自信を持って緊張感なく臨めればいいなと思います。つい最近まで

あまりショットが良くなかったのですが、少しずつ良くなってきたので、しっかり調整して、あとは試合になっ

てみてどうなるかですね。地元優勝を目指して目標は高く、ひとつでも上に行けるように頑張りたいです」。 

 

■松田 鈴英／Rei Matsuda  
 

           生年月日 ：1998 年 1 月 24 日 

出身地  ：滋賀県 

2019 年 賞金ランキング 32 位 

 

                    

「昨年はあまり良い順位ではなかったので、所属プロとして良い成績を残せればいいかなと思っています。

小樽 CCは年間で見ても TOP3に入るくらいの難しさだと思いますが、特別苦手という意識はないので、あ

まり気負わずにコースなりの攻略をしていければと思います。自分としては、全体的にすごく良い調子でこ

こまで来ているので手応えは良いです。しっかり優勝争いをして大会を盛り上げられるように頑張りたいで

す」。 

 

■菅沼 菜々／Nana Suganuma  
 

           生年月日 ：2000 年 2 月 10 日 

出身地  ：東京都 

2019 年 賞金ランキング 62 位 

 

 

 

※本戦欠場 
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小樽カントリー倶楽部のご紹介 
 

 

 

開場日：1928 年 4 月 15 日 

所在地：〒047-0261 北海道小樽市銭函 3-73 TEL：0134-62-5051 

 設計者：安田 幸吉 

 

北海道ゴルフ発祥の地であり、現存するコースとしては日本で 10 指に入る有数の歴史と伝統を

誇ります。全体的にフラットなレイアウトですが、日本海からの海風、巧みに配置された池やバン

カー、アンジュレーションのあるグリーンと、各ホールがそれぞれの特徴を持ち、技術と同様に緻

密な戦略も要求される真のチャンピオンコースです。 

 

【過去のトーナメント開催実績】 

1978 年  日本プロゴルフ選手権大会開催（優勝者：小林富士夫） 

1990 年  日本オープンゴルフ選手権開催（優勝者：中嶋常幸） 

1999 年  日本オープンゴルフ選手権開催（優勝者：尾崎直道） 

2004 年～2012 年 サン・クロレラ クラシックゴルフトーナメント開催 

2015 年～ ニトリレディスゴルフトーナメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ヤーデージ（予定）】 

ＨＯＬＥＳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ＴＴＬ  

ＹＡＲＤ  405 355 420 150 375 535 165 360 535 3,300  

ＰＡＲ 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36  

            

ＨＯＬＥＳ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ＴＴＬ ＧＴＴＬ 

ＹＡＲＤ  550 390 185 525 360 404 421 155 405 3,395 6,695 

ＰＡＲ 5 4 3 5 4 4 4 3 4 36 72 

 

【昨年からの変更点】 

[No.4]   145Y  ⇒ 150Y  [No.9]  500Y ⇒ 535Y    [OUT]    3,260Y⇒3,300Y 

[No.11] 410Y ⇒ 390Y  [No.18] 380Y ⇒ 405Y    [IN]     3,390Y⇒3,395Y 

[TOTAL]  6,650Y⇒6,695Y

クラブハウス

打撃練習場

クラブハウス
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感染症予防対策について 
 

 

 

本大会では、選手、キャディ、及び大会スタッフ、トーナメントに関わる全ての関係者に対して

感染リスクを抑えるべく、できる限りの感染予防対策を設けています。その中で、ゴルフ 5 団体に

よる【日本国内プロゴルフトーナメントにおける新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドラ

イン】における《大会実施の制限の検討》で「無観客開催」レベルでの大会実施に向け、下記制限

を実施します。 

 

⑴ギャラリー及び大会ゲストの入場を禁止とする（無観客試合による開催） 

⑵出場選手の家族、マネージャー、コーチなどの関係者を入場禁止とする 

⑶テレビ中継チーム及び公式カメラマンを除くメディアの入場、取材を制限する 

⑷感染リスクの高いクラブハウスは、出場選手とゴルフ場従業員や大会関係者の 

一部のみに入場を制限する 

⑸看板類やスタンドなどの設営物を極力排除し、大会準備期間も含めスタッフ人員を 

抑制する 

⑹会場に入る日から逆算して 2週間前から検温・行動記録表を事前に大会に申請して 

いない関係者の来場は原則来場不可とする 

 
 

新型コロナウイルス感染症対策本部の設置とその役割 

・各セクションへの感染症防止対策の周知徹底、施策事項の実施指示  

・感染防止対策の各施策事項の実施について、定期的な巡回、確認 

・各種感染防止用備品（マスク、消毒液、アクリルボード、フェイスシールド、手袋等）

の手配管理、適切な数量供給と配置を管理 

・各セクションごと、提出された個人情報を含む問診票の確認と、適切な管理保管 
⇒8月 11日（火）～9月 6日（日）までの全スタッフの検温ならびに行動記録を大会側でリスト管理 

・大会期間中の各日の大会スタッフの検温、体調チェックの結果の確認、情報共有 
⇒来場予定日の 14日前から大会期間中までに 1度でも 37.5℃以上を記録した場合、その後一切の 

大会参加を禁止とする（選手は PCR検査を実施するためその限りではない） 

⇒平熱が確認された場合のみ、各日検温済シールを左肩に貼付する（※図１） 

・大会期間中、及び大会前後にわたる、感染症専門医アドバイザー、地元医療機関、 

 管轄保健所[札幌市保健所、小樽市保健所]との連携 

 
 

※図１ 
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※大会に関するお問い合わせ 

「ニトリレディスゴルフトーナメント」大会事務局 

     TEL：03-3475-1090  

     （受付時間 10：00～17：00 ※土日祝を除く） 

 

 

株式会社ニトリパブリック 

旅行事業部 イベント部門 チーフ：蔵川（くらかわ） 

 TEL：03-3903-7070  FAX：03-6673-3095  MAIL：nlgt@np-inc.jp 

 

 

株式会社ニトリホールディングス 広報部 

 TEL：03-6741-1213  FAX：03-6741-1263  MAIL：koho@nitori.jp 

ニトリホールディングス：https://www.nitorihd.co.jp/ 

 

 

＜大会公式 WEBサイト＞ 
大会情報は、下記の大会公式 WEBサイトでもご覧いただけます。 

 

http://www.nitori-ladies.jp/ 
 

mailto:koho@nitori.jp

