
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PGM が冠スポンサーとして特別協賛した、「PGM 世界ジュニアゴルフ選⼿権 ⽇本代表選抜⼤会」の各カテゴリーを勝ち 

抜いた PGM ⽇本代表選⼿団が、7 ⽉ 11 ⽇〜14 ⽇にかけて、アメリカカリフォルニア州サンディエゴのトーリーパインズ     
ゴルフコース他で開催された『IMGA 世界ジュニアゴルフ選⼿権』に出場し、個⼈戦（男⼦の部・⼥⼦の部）12 部⾨中、  
5 部⾨で世界⼀に輝く快挙を成し遂げました！ 

PGMでは、今後も、将来のゴルフ業界を担うジュニアゴルファーの育成を⽬指し、「PGM JUNIORS（ジュニアズ）」の様々
な取り組みの中で、積極的に⽀援を⾏ってまいります。 

各部⾨の結果については、下記サイトよりご確認いただけます。 
『IMGA 世界ジュニアゴルフ選⼿権』：http://juniorworldgolf.com/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

個⼈戦 5 部⾨で世界⼀に輝く快挙！
『IMGA 世界ジュニアゴルフ選⼿権』PGM ⽇本代表選⼿団が世界を舞台に⼤活躍！！ 

最近のプレスリリース⼀覧 
◆2017/7/6 「⻄宮六甲ゴルフ倶楽部」（兵庫県⻄宮市）の不動産を競売により PGM グループが取得 

9 ⽉ 2 ⽇より「神⼾グランドヒルゴルフクラブ」として新たに運営開始予定 
◆2017/8/8 「東京ベイサイドゴルフコース」（千葉県富津市）の新名称で 8 ⽉ 8 ⽇（⽕）より 

PGM グループとして運営開始 旧「隨縁カントリークラブ ⽵岡コース」 

今⽉の TOPICS 
■個⼈戦 5 部⾨で世界⼀に輝く快挙！ 

『IMGA 世界ジュニアゴルフ選⼿権』PGM ⽇本代表選⼿団が世界を舞台に⼤活躍！！ 
■11 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜5 ⽇（⽇）開催！！  

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」の最新情報をお届けします！ 
■【GRAND PGM】千代⽥カントリークラブ（茨城県かすみがうら市）にインドアゴルフ練習場が新規オープン！! 
■今年も「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡利府町）にて、 

『ミヤギテレビ杯ダンロップ⼥⼦オープンゴルフトーナメント』が開催されます！ 

PGM だより 8 ⽉号
発⾏⽇ 2017/8/9

『PGM だより』は PGM 広報グループが報道関係者様向けに毎月発行しているニュースレターです 

15-18 歳⼥⼦の部で初出場優勝した
⼤林 奈央選⼿（本カテゴリー3 連覇） 

13-14 歳⼥⼦の部で優勝した
⽐嘉 ⾥緒奈選⼿ 

11-12 歳⼥⼦の部で優勝した 
森 愉⽣選⼿（本カテゴリー3 連覇） 

7-8 歳の部⼥⼦の部で優勝した清⽔⼼結選⼿
（右）と接戦を演じた 2 位の⻑峰真央選⼿ 

6 歳以下の部男⼦優勝した
須藤 樹選⼿（本カテゴリー2 連覇） 

PGM ⽇本代表選⼿団 集合写真 



        
 
○開催まであと 3 カ⽉！今年度の⼤会ポスターがついに完成！ 

株式会社平和と PGM ホールディングス株式会社が共同主催する、国内男⼦ 
ツアートーナメント「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」（以下、本⼤会）の  
第 5 回⼤会が、「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」（沖縄県国頭郡恩納村）で、  
11 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜5 ⽇（⽇）に開催されます。 

本⼤会の前売券（4 枚つづり・各⽇共通）は、8 ⽉末より各プレイガイドにて、
順次販売開始される予定です。 

■2017 年度 「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」 開催概要 
・開 催 ⽇ ： 2017 年 11 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜11 ⽉ 5 ⽇（⽇） 
・開催場所 ： ＰＧＭゴルフリゾート沖縄（沖縄県国頭郡恩納村） 
・賞⾦総額 ： 2 億円 （優勝賞⾦ 4 千万円） 
・⼤会公式 HP ： http://heiwa-pgm-championship.jp/ 

 

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」がもっと楽しくなる！「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」のヒミツ！ 

“ハワイアンオープンの奇跡”再び！？   
ハイビスカスコースの名物ホールＮｏ.5 を要チェック！！ 

⻘⽊ 功プロがコースを改造監修し、11 ⽉に本⼤会が開催される「ＰＧＭゴルフ  
リゾート沖縄」のハイビスカスコース 5 番ホール（Par3）には、1983 年のハワイアンオ
ープン最終⽇、⻘⽊プロが 18 番ホールで奇跡のチップインイーグルによる⼤逆転 優
勝を飾った際の残ヤード数（128 ヤード）がレディスティに採⽤しており、ティグラウン
ドには、記念プレートが設置してあります。 

本⼤会期間中にこのティを使⽤する可能性があるかも！？ 
 

【コース概要】 
ハイビスカスコース NO.5  PAR 3 （HDCP 7） 
チャンピオン 176Y / バック 149Y / レギュラー143Y / フロント・レディス 125Y 

 

 

○本⼤会出場権を懸けた、PGM 会員による熱き戦い『PGM メンバーズトーナメント』を開催！ 
本⼤会出場選考会『PGM メンバーズトーナメント』を、8 ⽉ 29 ⽇（⽕）、30 ⽇（⽔）に「カントリークラブ ザ・レイクス」

（茨城県笠間市）にて開催します。この⼤会は、PGM グループゴルフ場のアマチュア資格のある男性会員を対象にしており、
優勝者には、本⼤会の主催者推薦枠として、出場権が付与されます。 

■『PGM メンバーズトーナメント』 概要 
・開催⽇程：2017 年 8 ⽉ 29 ⽇（⽕）、30 ⽇（⽔） 
・開催会場：カントリークラブ ザ・レイクス（茨城県笠間市） 
・出場資格：PGM グループゴルフ場のアマチュア資格のある男性会員 
・特 典：優勝した選⼿に対して、「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」 

の主催者推薦権を付与 
 

『PGM メンバーズトーナメント』詳細 Web ページ: 
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/event/mevent2017/2/ 

11 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜5 ⽇（⽇）開催！！
「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」の最新情報をお届けします！ 



        
 
ハイグレードゴルフ場ブランド【GRAND PGM】の「千代⽥カントリークラブ」（茨城県かすみがうら市）に、7 ⽉ 25 ⽇（⽕）

より、インドアゴルフ練習場が新規オープンしました！ 
同施設は、ゴルフ場施設内に新設され、個室 1 打席を含む全 5 打席のレンジに、最新型練習⽤シミュレーター       

『ゴルフゾンドライビングレンジ(GDR)』を設置しています。また、レッスンを絡めたメディアイベント等の企画にも対応可能です。 
【GRAND PGM】に選定されたゴルフ場では、お客様にこれまで以上に豊かなゴルフライフをお愉しみいただけるよう、    

ハイグレードゴルフ場に相応しい“おもてなしの⼼”で質の⾼いサービスの提供を⽬指しています。 
 
■インドアゴルフ練習場 概要 
営業時間：ゴルフ場オープン〜ホールアウトまで（年中無休） 
打 席 数：5 打席（個室 1 打席、通常 4 打席） 
料    ⾦：・24 球 500 円（税別） 

・レンジ 30 分打ち放題 1,000 円（税別）  
・個室 30 分打ち放題 1,500 円（税別） 

 
 
 
 

・所在地：茨城県かすみがうら市上佐⾕ 877-6       ・連絡先：0299-59-3030 
・アクセス：常磐⾃動⾞道 千代⽥・⽯岡 IC より 4km   ・コース概要：27 ホール／9,492 ヤード／パー108 
・コースガイドページ：http://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/ 
 
          

PGM グループが運営する「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡利府町）では、
2017 年 9 ⽉ 22 ⽇（⾦）〜24 ⽇（⽇）に、『第 45 回ミヤギテレビ杯       
ダンロップ⼥⼦オープンゴルフトーナメント』が開催されます！ 

この『ミヤギテレビ杯 ダンロップ⼥⼦オープンゴルフトーナメント』は、東北地⽅では  
数少ない⼥⼦ツアーとして、2003 年以降、毎年「利府ゴルフ倶楽部」が会場となり、
今年で 15 回⽬を迎えます。 

今年も例年を上回るコースコンディションを⽬指し、PGM 東北エリアの      
コース管理スタッフ総出で⼤会本番に向け、準備を進めております。 

 
「利府ゴルフ倶楽部」をはじめとする PGM 東北エリアの各ゴルフ場及び、     

以下の⼤会 HP では、本⼤会の前売通し券の販売を⾏っております。 
 
⼤会の詳細は、以下 URL よりご確認いただけます。 
■『第 45 回ミヤギテレビ杯 ダンロップ⼥⼦オープンゴルフトーナメント』 
http://www.mmt-dunlopladiesopen.jp/ 

  
 
 
・所在地：宮城県宮城郡利府町森郷字内の⽬北 3-25     ・連絡先：022-356-7311 
・アクセス：仙台北部道路 利府しらかし台 IC より約 2km    ・コース概要：18 ホール／7,076 ヤード／パー72 
・コースガイドページ：http://www.pacificgolf.co.jp/rifu/ 
 
 

今年も「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡利府町）にて、
『ミヤギテレビ杯ダンロップ⼥⼦オープンゴルフトーナメント』が開催されます！ 

【ご取材・ご掲載依頼などはお気軽にお問い合わせください】 
PGM広報グループ               永岡/髙野/朴（パク）      TEL. 03-4413-8500 
オズマピーアール                ⼤島/⼭⼝/宮⽥          TEL. 03-4531-0202 
【報道関係者様向けサイト[プレスルーム]をご利⽤ください】 http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
【PGM公式Facebook「いいね！」ボタンのクリックお願いします！】 http://www.facebook.com/PGMFB/ 

【GRAND PGM】千代⽥カントリークラブ（茨城県かすみがうら市）に 
インドアゴルフ練習場が新規オープン！！ 

⼤会ポスター 


