
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

「HEIWA･PGM CHAMPIONSHIP」第 7 回大会が、いよいよ来月 11 月 7 日
（木）～10 日（日）に開催されます！2017 年度から 3 大会連続となるＰＧＭ  
ゴルフリゾート沖縄で開催される本大会。昨年同様にブーゲンビレアコース(3,688 ヤード
／Par36)とデイゴコース(3,538ヤード／Par35)を使用します。 
ブーゲンビレアコースはバンカーなどのハザードが巧みに配置されている戦略性の高い 

コースです。昨年、545 ヤード Par5 だった 3 番ホールは、今年 501 ヤードの Par4 に 
変更。今年はどのような戦いが繰り広げられるのか、ご期待ください。 
大会の様子は BS 朝日と琉球朝日放送にて 4 日間放送を予定しております。また 

今年もインターネット中継でトップスタートから最終組ホールアウトまで完全生中継を予定
していますので、テレビ放送とあわせてお楽しみください！なお、女性と高校生以下は入場
無料です！ご家族皆様でぜひご来場ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

最近のプレスリリース 
◆2019/10/1 「ＰＧＭ富岡カントリークラブ ノースコース」（群馬県富岡市）の新名称で 

本日 10月 1日（火）よりＰＧＭグループとして運営開始 
旧「レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース」 

 
今月の TOPICS  
■いよいよ来月に迫る！ 「HEIWA･PGM CHAMPIONSHIP」開催！ 

 
■『HEIWA･PGM Challenge Ⅱ～Road to CHAMPIONSHIP』 

T・ペク選手、5 ホールのプレーオフを制し優勝！ 
 
■女子ジュニア大会「宮里藍インビテーショナル supported by SUNTORY」  
  松島チサンカントリークラブにて初開催！ 
 
■ＰＧＭのイベント・キャンペーンのお知らせ 

ＰＧＭだより 
『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 
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いよいよ来月に迫る！ 「HEIWA･PGM CHAMPIONSHIP」開催！ 

【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 大嶋/伊藤/石井 TEL. 03-4413-8500 
オズマピーアール 大島/及川 TEL. 03-4531-0285 
【報道関係者様向けサイト[プレスルーム]】 http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/ 
【ＰＧＭ公式Facebook】 https://www.facebook.com/PGMFB/ 
【ＰＧＭ公式Instagram】 https://www.instagram.com/PGM.official/ 

■放送予定 
 
 
 
 
 
 
 
 
■大会公式ホームページ 
http://heiwa-pgm-championship.jp/ 
 
 
 
 
 

前売り券発売中！ 

 
放送内容 琉球朝日放送 BS朝日 公式 HP・AbemaTV 

11/7 （木） 予選第 1 ラウンド 15：00-16：00 

8：00-16：00 
（予定） 

11/8 （金） 予選第 2 ラウンド 15：00-16：00 

11/9 （土） 決勝ラウンド 13：30-15：30 

11/10（日） 決勝ラウンド（最終日） 13：55-15：20 13：30-15：30（延長あり） 
 

http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
https://www.facebook.com/PGMFB/
https://www.instagram.com/pgm.official/
http://heiwa-pgm-championship.jp/


          
2019 年 9 月 18 日（水）～20 日（金）に、AbemaTV ツアー

2019『HEIWA･PGM Challenge Ⅱ ～Road to CHAMPIONSHIP』
が「若木ゴルフ倶楽部」(佐賀県武雄市）にて開催されました。 
 出場選手 144 名による争いの末、Ｔ・ペク選手が AbemaTV ツアー 
初優勝を飾りました。最終日、トータル 12 アンダーで岩本高志選手、  
I・H・ホ選手、Ｔ・ペク選手の 3 名が並び、プレーオフへ。プレーオフ途中 
から雨が強くなり、傘を差しながらのプレーとなりました。プレーオフ 2 ホール
目で岩本選手、ペク選手がバーディ、ホ選手がパーとなり、プレーオフ    
3 ホール目からは岩本選手とペク選手の一騎打ちに。互いに譲らず、   
5 ホール目で岩本選手が 3 打目を池に入れ、ペク選手が手堅くパーで  
優勝を決めました！ 
優勝したＴ・ペク選手は 11 月 7 日（木）～10 日（日）にＰＧＭゴルフリゾート沖縄にて開催される『HEIWA･PGM 

CHAMPIONSHIP』の出場権を獲得しました。 
 
本大会の詳細は、下記『HEIWA･PGM CHAMPIONSHIP』大会公式 HP からご覧いただけます。 
http://heiwa-pgm-championship.jp/about2 
 
          

 
2019 年 9 月 22 日（日）～23 日（祝・月）に「宮里藍     
インビテーショナル supported by SUNTORY」が開催されました。
本大会は、「次世代のジュニアゴルファーを育成し、日本のゴルフ界の
レベルアップに貢献したい」という宮里藍プロの想いをもとに開催され、   
中学生以上、17歳以下の 33人が参加しました。 
記念すべき第 1 回大会の優勝を飾ったのは、なんと宮里藍プロの 
出身校である東北高校に通う鶴瀬華月（つるせ かげつ）さん。  
鶴瀬さんには、大会特典として「宮里藍プロとのエキシビションラウンド」
が与えられました。なお、本大会のスコア上位 5 名には宮里藍    
サントリーレディスオープンゴルフトーナメントの予選会出場権が   
与えられました。 

 
 

【開催コースはこちら】 
■松島チサンカントリークラブ 松島・仙台コース 
所在地：宮城県宮城郡松島町桜渡戸字上境田43 
電話番号：022-354-2241 
アクセス：三陸自動車道／松島海岸ＩＣより車で5分 
コース概要：36ホール／13,334ヤード／パー144 
ゴルフ場 URL 
http://www.pacificgolf.co.jp/matsushima_m/ 
 

 
 
 
 
 

『HEIWA･PGM Challenge Ⅱ～Road to CHAMPIONSHIP』 
Ｔ・ペク選手、5ホールのプレーオフを制し優勝！ 
 

女子ジュニア大会「宮里藍インビテーショナル supported by SUNTORY」  
松島チサンカントリークラブにて初開催！ 

優勝したＴ・ペク選手 

優勝した鶴瀬華月さん 

http://heiwa-pgm-championship.jp/about2
http://www.pacificgolf.co.jp/matsushima_m/?fbclid=IwAR3BGY8ZSkIDouvUkDuh2Gt6FKpEPVW7x1LA15UD0ezMjdlWo6H0ng7WESM


 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎 

 PGM Web からキャンペーンにご応募・ご予約し、プレーされた予約代表者様の中から抽選で 106 名様に、   
内藤雄士プロコーチのレッスン権やＰＧＭスポンサーシップ契約プロとのラウンド権等をプレゼントいたします！キャン 
ペーン期間は 2019年 9月 13日（金）～10月 31日（木）まで。詳細は下記よりご確認いただけます。 
https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/season/201910/  
■賞品例 
【レッスン賞】PGM スポンサーシップ契約 内藤雄士プロコーチのレッスン権 8名様 
レッスン日：2019年 12月 9日(月) 
レッスン場所：インペリアルゴルフガーデン(茨城県)   
【ラウンド賞】PGM スポンサーシップ契約プロとのラウンド権 3名のプロ×6名様の 18名様 
プレー日：2019年 12月 11日(水) 
ゴルフ場：美浦ゴルフ倶楽部(茨城県)  

会員様限定企画 女子プロ交流イベント開催＆会員権募集情報 

憧れのプロとラウンドできるチャンス！ PGM Web 大感謝祭開催！ 

ＰＧＭのイベント・キャンペーンのお知らせ  

 今年で４回目となるＰＧＭグループゴルフ場会員様限定の女子プロ交流イベントを開催します！女子プロと一緒に
18 ホールラウンドを楽しんでいただくイベントです。途中のホールでは、ＰＧＭスポンサーシップ契約プロ（東日本  
会場：宮里聖志プロ、笠りつ子プロ／西日本会場：西木裕紀子プロ）とのアトラクションも企画しております。 
 
【東日本会場】 
日程：2019年 12月 19日（木） 
会場：阿見ゴルフクラブ（茨城県） 
 

イベントの詳細は下記よりご確認いただけます。                                  
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/event/mevent2019/  

プレステージカントリークラブ 

【会員権募集】 
ＰＧＭグループゴルフ場の会員になると、限定イベントなどに応募・参加が

可能です。ＰＧＭがオススメする会員権は、今年 7 月に待望のシミュレー  
ションゴルフ練習場がオープンした「ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎」と、四季折々の景観
が美しい「プレステージカントリークラブ」。いずれもＰＧＭグループゴルフ場から 
厳選したコース「GRAND PGM（グラン PGM）」で、日本を代表する威厳と
品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場です。  
■ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎（茨城県） 
募集口数：50口 
募集金額：130万円（税抜） 
https://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/member.asp  
■プレステージカントリークラブ（栃木県） 
募集口数：100口 
募集金額：100万円（税抜） 
https://www.pacificgolf.co.jp/prestige/member.asp 

【西日本会場】 
日程：2019年 12月 13日（金） 
会場：神有カントリー倶楽部（兵庫県） 

https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/season/201910/
http://www.pacificgolf.co.jp/imperial/garden_top.asp
https://www.pacificgolf.co.jp/miho/
http://www.pacificgolf.co.jp/ami/
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/event/mevent2019/
https://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/member.asp
https://www.pacificgolf.co.jp/prestige/member.asp
http://www.pacificgolf.co.jp/shinyu/

