
スタンレーレディスゴルフトーナメント
2021 年大会のお知らせ

　このたびの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

に罹患された方に謹んでお見舞い申し上げますととも

に、一日も早いご回復を心よりお祈りし、お亡くなりに

なられた方とご親族、関係者の皆さまに深く哀悼の意

を表します。また、最前線で治療に当たられている医

療従事者の皆様に心より感謝申し上げます。

　さて、静岡県裾野市の東名カントリークラブにて開

催されるJLPGAツアー「スタンレーレディスゴルフトー

ナメント」は、１０月8日（金）から１0 日（日）の３日間、

ギャラリー、選手、ボランティアの皆様の安全確保の

観点から、無観客での開催となりました。

　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。

観戦を楽しみにされていたギャラリーの皆様には、何

卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

Guidance
大会実施要項

スタンレーレディスゴルフトーナメント
大会名称

スタンレー電気株式会社

一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

本田技研工業株式会社

東名カントリークラブ、株式会社ペック

株式会社ツインタワーオブアメリカンデベロップメント

ミズノ株式会社

東名カントリークラブ  
裾野・桃園コース（6,592ヤード／パー72）
〒410-1126　静岡県裾野市桃園300
TEL：055-992-3331

公益財団法人日本ゴルフ協会、裾野市、
裾野市観光協会、一般社団法人静岡県ゴルフ場協会

主 催

公 認

協 賛

後 援

協 力

企画運営

開催コース

競技運営

3日間 54ホールズ・ストロークプレー

10/5（火） 主催者推薦選考会 8（金） 予選ラウンド第 1日目
8：00スタート（予定）

6（水） 指定練習日 9（土） 予選ラウンド第 2日目
8：00スタート（予定）

7（木） 指定練習日 10（日） 決勝ラウンド
7：30スタート（予定）

開催日程

競技方法

CS・BS放送、GOLFTVでのライブ配信に
ついては大会公式サイトをチェック！

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。

JLPGAツアー規定による出場有資格者90名
主催者推薦者18名（アマチュア含む）

競技規則

出場資格

総額100,000,000円（優勝賞金18,000,000円）

賞金総額 100,000,000円賞金配分表

賞 金

※JLPGA賞金配分規定により、予選通過人数によって賞金配分は異なります。

優 勝 18,000,000円 18位 1,200,000 円 35位 700,000 円

2位 8,800,000 円 19位 1,100,000 円 36位 680,000 円

3位 7,000,000 円 20位 1,000,000 円 37位 660,000 円

4位 6,000,000 円 21位 980,000 円 38位 640,000 円

5位 5,000,000 円 22位 960,000 円 39位 620,000 円

6位 4,000,000 円 23位 940,000 円 40位 600,000 円

7位 3,500,000 円 24位 920,000 円 41位 580,000 円

8位 3,000,000 円 25位 900,000 円 42位 560,000 円

9位 2,500,000 円 26位 880,000 円 43位 540,000 円

10位 2,000,000 円 27位 860,000 円 44位 520,000 円

11位 1,900,000 円 28位 840,000 円 45位 500,000 円

12位 1,800,000 円 29位 820,000 円 46位 480,000 円

13位 1,700,000 円 30位 800,000 円 47位 460,000 円

14位 1,600,000 円 31位 780,000 円 48位 440,000 円

15位 1,500,000 円 32位 760,000 円 49位 420,000 円

16位 1,400,000 円 33位 740,000 円 50位 400,000 円

17位 1,300,000 円 34位 720,000 円

優勝 ・クリスタルトロフィー ・肖像画
 ・乗用車 Honda VEZEL e:HEV PLaY
 提供：本田技研工業株式会社

2位〜 5位タイ ・50ccスクーター Honda Giorno Deluxe
 提供：本田技研工業株式会社

副 賞

クリスタルトロフィー▼

Honda VEZEL  e:HEV PLaY ▼

肖像画▼

Honda Giorno Deluxe ▼

※写真は2020年大会のものです

特 別 賞

10/8（金）〜 10（日）
各日賞金50万円 

ベストオブチャレンジ賞

（ポイント制により各日1名に賞金贈呈）※アマチュア対象外
提供：スタンレー電気株式会社
《ポイント》バーディ1P、イーグル4P、ホールインワン6P、アルバトロス8P
タイの場合は、18番からのポイントカウントバック方式を採用
（カウントバック後、タイの場合は賞金均等割り）

TOURNAMENT NAVIGATION
選手が獲得したポイントをリアルタイムで配信！

10/8（金）〜 10（日）
賞金100万円 

【16番ホール】

ホールインワン賞

大会3日間対象。該当者が複数の場合は均等割り。
提供：株式会社ペック

クリスタルトロフィー 
ベストアマチュア賞

（決勝ラウンド進出最上位アマチュア選手）
提供：スタンレー電気株式会社

10/8（金）・9（土）
賞金50万円 

【9番ホール】

バーディ賞

（予選2日間両日バーディの選手対象）（該当者均等割り）
※アマチュア対象外
提供：スタンレー電気株式会社

大会会長 平塚 豊
大会実行委員長 米谷 光弘
大会実行副委員長 寒河江 正浩
大会顧問 小林 浩美
 樋口 久子

古賀 義高 沓沢 利治
田口 佳澄 秋山 奈央
柴田 幹 高野 浩和
渡邉 健太 花田 結香
細野 美由紀 江里口 瑛

JLPGA担当理事 森本 多津子
JLPGA競技委員長 田中 裕子
コースセッティング担当 塩谷 育代
JLPGA競技委員 森岡 まゆみ 小澤 瑞穂
 加藤 あづみ 山崎 百代
 森岡 陽子
JLPGA事務局 増永 慧 四方 裕之
JLPGA広報担当 宮崎 善秀 中山 亜子

ゼネラルプロデューサー 依田 鋼
チーフプロデューサー 岸田 篤義
トーナメントディレクター 藤岡 隆義
トーナメントアシスタントディレクター 金子 伸一
コースセッティングディレクター 豊島 豊
チーフディレクター 芹澤 健一
クリエイティブディレクター 北島 秀美

大会役員

大会実行委員

Challenge
大会の取り組み

スタンレー電気は、高い目標に向かって
挑戦する心を大切にする企業です。
スタンレーレディスゴルフトーナメントでは、
「挑戦 - Challenging the Best」をスローガンとし、
挑戦する人たちをさまざまな形で応援しています。

Challenging the Best

2020年主催者推薦選考会を勝ち抜いた選手。
田辺 ひかり/廣田 真優/小滝 水音/ささきしょうこ/植竹 希望/福山 恵梨/吉野 茜/
小貫 麗

より多くの選手に出場の機会を提供するため、スタンレー
レディスゴルフトーナメントでは、トーナメントに先駆
けて主催者推薦選考会を開催しています。主催者推薦選
考会を勝ち抜いた選手に、ぜひ注目してください。

2020年大会では岩井 千怜選手が健闘し、ベストアマチュア賞を獲得しました。

ゴルフ界全体の活性化をはかることもスタンレーレ
ディスゴルフトーナメントを開催する目的のひとつで
す。スタンレー電気は大会出場の主催者推薦選手にジュ
ニア枠を設け、ジュニア選手の挑戦を応援しています。

主催者推薦選考会の開催

ジュニア選手を応援

Hostess Pro
スタンレー電気契約プロ

スポンサー
契約プロ

所属プロ

金田 久美子
出身地／愛知県名古屋市
生年月日／1989年8月14日
2011年
フジサンケイレディス
クラシック 優勝

スポンサー
契約プロ

三浦 桃香
出身地／宮崎県宮崎市
生年月日／1999年2月12日
2018年
サイバーエージェント
レディスゴルフトーナメント 7T

斉藤 愛璃
出身地／神奈川県厚木市
生年月日／1989年12月6日
2012年 
ダイキンオーキッドレディス
ゴルフトーナメント 優勝

大会サイトでは契約選手のインタビューも掲載！
ぜひご覧ください。

Charity
チャリティ

《ポイント》※１ポイント=１万円
●バーディ：１P　●イーグル：4P　●ホールインワン：6P　●アルバトロス：8P

世界の子どもたちの教育支援活動に寄付（アフリカ・ ケニアの学校建設および
衛生設備の設置と、新型コロナウイルスに関する意識啓発活動）

東日本大震災の復興を支援するため岩手県・宮城県・福島県の震災遺児支援活
動に寄付

2020年までの寄付総額 97,932,912円

2018〜2020年 寄付額 24,069,119円

2017年までの寄付総額 73,863,793円

スタンレーレディスゴルフトーナメントは大会を通じて
さまざまなチャリティ活動を行っています。

トーナメント3日間およびプロアマ大会を通し、全選手
の活躍（ポイント制）に応じた金額などを、大会より公益
財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンを通じ、
世界の子どもたちの教育支援活動に寄付しております。
（2021年のプロアマ大会は中止となりました。）

選手の活躍が子どもたちの未来に繋がります

地球温暖化防止の取り組みとして、ベストオブチャレン
ジ賞で全選手が獲得したポイントに応じた金額（2020
年は苗木4,000本相当）を静岡県森林組合連合会に寄付
いたします。

森林保全活動に寄付

ジュニアの育成を目的に「JLPGAジュニア育成基金」お
よび、開催地への貢献を目的に裾野市へ寄付いたします。

その他の寄付

Corporation
会社概要

創　業 1920年12月29日

設　立 1933年5月5日

資 本 金 30,514百万円

売 上 高 〔連結〕359,710百万円

親会社株主に帰属する
当期純利益

〔連結〕22,918百万円

グループ会社 国内8社 海外32社

従業員数
〔当社グループ〕17,589名
〔当社〕3,670名

※2021年3月31日現在

　スタンレー電気は1920年に創業されました。国内の自
動車台数がわずか8000台足らずで、そのすべてが輸入車
の時代に、自動車電球を生産・販売するというチャレン
ジ精神にあふれたスタートでした。
社名の「スタンレー」は、“決断と行動力”で19世紀後半、
アフリカ大陸に偉大な足跡を残した探険家ヘンリー・モ
ルトン・スタンレー卿に由来しています。
　私たちはこの創業精神を受け継ぎ、光の価値と「ものづ
くり」を追求し続けることで成長してまいりました。
　自動車機器事業では自動車照明製品や自動車用品など、
独創技術で時代に先駆けた製品を提供しています。また、
電子機器事業では、最先端の研究開発で着実に成果をあ
げ、発光ダイオード（LED）をはじめとする照明デバイス
とその応用製品が、自動車やコミュニケーション機器、
映像機器、家電製品など、幅広い分野で活躍しています｡

企業紹介

企業紹介

企業紹介

・ヘッドランプ（LED・HID・ハロゲン）
・リアコンビネーションランプ
・ターンシグナルランプ
・フォグランプ
・自動車用バルブ（LED・電球）
・LED（紫外・可視光・赤外）
・光センサー
・液晶表示デバイス・UV-CCL（紫外線冷陰極管）
・超小形電球
・LED照明（景観・道路等）
・操作パネル
・液晶用バックライトユニット
・カメラ用ストロボ
・車載用センサー

〒153-8636 東京都目黒区中目黒2-9-13　TEL：03-6866-2222　https://www.stanley.co.jp/

https://stanley-ladies.com/broadcast/
http://gs2.mb-site.jp/stanley/bestofchallenge/
https://stanley-ladies.com/hostess-pro/

