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「樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 2022」 
有観客開催のお知らせ 

~9 月 22 日（木）より観戦チケット発売開始~ 
 

株式会社 ADK マーケティング・ソリューションズ 

 

 

JLPGA ツアー『樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 2022』（主催：株式会社 ADK

マーケティング・ソリューションズ、特別協賛：三菱電機株式会社）は、10 月 28 日（金）から

30 日（日）までの 3 日間、埼玉県飯能市の武蔵丘ゴルフコースにて開催いたします。 

大会事務局では、新型コロナウイルスの感染防止対策をはじめ開催方法について慎重に協議を

重ねた結果、ギャラリーの皆様をお迎えしての有観客開催とすることを決定いたしました。 

また、観戦チケットは 9 月 22 日（木）正午より、大会公式ウェブサイトにて販売を開始するこ

とをお知らせいたします。 

 

開催にあたりましては、政府・地元自治体のイベント開催のガイドライン、ならびに「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」およ

び「JLPGA トーナメント新型コロナウイルス感染症対策特別規定」を遵守し、コース入口での検

温やマスク着用にご協力いただくほか、コース内の通路を広く確保するローピング対応など、徹

底した感染予防対策を講じて参ります。 

また選手をはじめ、選手にかかわる業務を行う大会関係者は PCR 検査を受検し、クラブハウス

や会場内に消毒液を設置するなど、大会に関わる全ての皆様の安全を保つことを第一とした運営

に努めて参ります。 

 

なお、今後も政府および自治体の見解や新型コロナウイルス感染状況等、事態の推移に伴い、

大会開催の可否を含めて内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

チケット販売及び大会の最新情報は、大会公式ウェブサイトでご確認くださいますようお願い申

し上げます 。 

 

【樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 2022 大会公式ウェブサイト】 

https://mitsubishielectric.higuchiladies.jp/ 

 

https://mitsubishielectric.higuchiladies.jp/
https://mitsubishielectric.higuchiladies.jp/


大会開催概要 

大会名称 ：樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 2022 

主  催 ：株式会社 ADK マーケティング・ソリューションズ 

特別協賛 ：三菱電機株式会社 

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、一般社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会、 

飯能市 

協  力 ：飯能市スポーツ協会、飯能市ゴルフ協会  

ゼネラルプロデューサー : 戸張 捷 

企画運営 ：株式会社ランダムアソシエイツ 

 

開催期日 ：2022 年 10 月 28 日（金） 第 1 日（予選ラウンド） 

開催期日 ：2022 年 8 月  29 日（土） 第 2 日（予選ラウンド） 

開催期日 ：2022 年 8 月  30 日（日） 最終日（決勝ラウンド） 

 

開催コース ：武蔵丘ゴルフコース   6,650 ﾔｰﾄﾞ／ﾊﾟｰ 72 

      〒357-0006  埼玉県飯能市中山 665  TEL 042-973-3333 

      http:// www.princehotels.co.jp/golf/musashigaoka/index.html 

 

競技方法 ：a) 54 ホールストロークプレーで行われるものとする。 

b)予選ラウンド(36 ホール)を終わり､第 50 位及び同位の者が決勝ラウンドに進むこ

とができる。 

c)3 ラウンド(54 ホール)を終わり、第 1 位にタイが生じた場合は、即日委員の指定

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勝者を決定する。 

d)最終日を終え優勝者が決定しない場合には、翌日に繰り越すことがある。 

 

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。 

（R＆A ホームページ http://www.randa/org/) 

 

出場資格 ：・プロフェッショナル 

1).JLPGA ツアー出場資格基準に基づく 80 名 

2).主催者が推薦する者 若干名 及び マンデートーナメントからの進出者 

・アマチュア 

1).主催者が推薦する者 若干名 及び マンデートーナメントからの進出者 

 

出場人数  :96 名 

賞金総額 ：賞金総額 8,000 万円（優勝賞金 1,440 万円） 

賞  杯 ：優勝トロフィー 

優勝副賞 ：三菱電機 家電製品 100 万円相当           [提供：三菱電機株式会社] 

特別賞  ：・ホールインワン賞【NO.15／175Y】 200 万円 

 ※大会期間中、達成者全員    [提供：三菱電機株式会社] 

      ・ローエストアマチュア賞              [提供：三菱電機株式会社] 

http://www.princehotels.co.jp/golf/musashigaoka/index.html
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テレビ放映 ：【テレビ朝日系 24 局ネット】  

（予定）   10 月 30 日（日）最終日 16:00～17:25  

      【BS 朝日】 

       10 月 29 日（土）第 2 日 17:00～18:00 

       【テレ朝 CS チャンネル 2（全日 LIVE 放送）】 

10 月 28 日（金）第 1 日 13:00～15:30 

10 月 29 日（土）第 2 日  7:30～10:30  

10 月 30 日（日）最終日  8:00～11:00 

 

チケット販売 ：観戦チケットに関しましては、大会公式ウェブサイトにて、9 月 22 日（木）12:00 よ

り販売を開始いたします。 

全て、前売り１日券（日付指定）のみで当日券の販売はございません。 

 

【チケット販売期間】 

           2022 年 9 月 22 日（木）12:00 より開始  

 

【チケット販売方法】 

大会公式ウェブサイトにて販売 

 

【チケット販売価格】 前売 1 日券（日付指定で 1 日 1 名様がご利用できます） 

10 月 28 日（金） 第１日（予選ラウンド） 3,300 円（税込） 

開催期日 ：2022  29 日（土） 第２日（予選ラウンド） 5,500 円（税込） 

開催期日 ：2022 30 日（日） 最終日（決勝ラウンド） 5,500 円（税込） 

 

詳細は大会公式ウェブサイトをご確認ください。 

 

【樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 2022 大会公式サイト】 

https://mitsubishielectric.higuchiladies.jp/ 

 

 

＜本大会に関するお問い合わせ先＞ 
■大会に関する総合的なお問い合わせ 
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント2022 大会事務局 

 TEL. 03-5547-9014 平日：10時~17時（大会期間中：7時~17時） 
 
■報道関係者からのお問い合わせ先 
大会広報事務局（株式会社エムシーピーアール内） 
TEL.03-6277-8760    担当／弘重   E-mail： hiroshige@mcpr.co.jp 
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