
 
 

 

 

 

 

【報道資料】  2018 年 2 月 28 日 

 

 

 

 

 

 

 

PGMホールディングス株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「PGM    

グループ」）は、2018年度PGMスポンサーシップ契約女子プロゴルファーとして、笠 りつ子（りゅう りつこ）選手、 

田村 亜矢（たむら あや）選手、小倉 ひまわり（おぐら ひまわり）選手の合計3選手とスポンサーシップ契約を締結しました。 

2018年度から新たにスポンサーシップ契約を締結した田村 亜矢選手と小倉 ひまわり選手は、2017年度に    

行われたプロテストに見事合格し、2018年度のLPGAツアーに本格参戦を果たす予定など、今後、更なる活躍が

期待される選手です。 

笠 りつ子選手は左袖口に「PGM」のロゴが入ったゴルフウェアを、田村 亜矢選手は左ツバ部分に「PGM」のロゴ

が入ったキャップを、小倉 ひまわり選手は左袖口に「PGM」のロゴが入ったゴルフウェアを着用して2018年度のLPGA

ツアーに参戦します。 

PGMグループは、全国で保有・運営するゴルフ場を、スポンサーシップ契約選手の練習の場として無償で提供し、

プロゴルファーとしての活動を、全面的にサポートしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本スポンサーシップ契約締結に伴い、PGMオフィシャルサイト内に、笠 りつ子選手、田村 亜矢選手、     

小倉 ひまわり選手の応援ページを更新・開設しました。詳細は下記URLからご確認いただけます。 

■ 笠 りつ子選手応援ページ     ： http://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/ryu/ 

■ 田村 亜矢選手応援ページ     ： http://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/tamura/ 

■ 小倉 ひまわり選手応援ページ  ： http://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/ogura/ 

 

 

 
 

田村亜矢選手、小倉ひまわり選手の 2 名と新たに契約締結 

2018 年度  PGM スポンサーシップ契約  

女子プロゴルファーのご紹介  

PGM ホールディングス株式会社 

〒110-0015 東京都台東区東上野一丁目 14 番 7 号 アイエムタワー 

URL: http://www.pacificgolf.co.jp/ 
 

田村 亜矢選手 小倉 ひまわり選手 笠 りつ子選手 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

 PGM 広報グループ 永岡／髙野／伊藤／朴(パク） TEL. 03-4413-8500 

 オズマピーアール 大島／宮田 TEL. 03-4531-0285 

【一般の方のプレー予約以外のお問い合わせ先】  PGMグループ 代表受付 TEL. 03-4413-8800 

【PGM公式サイト】  URL ： http://www.pacificgolf.co.jp/ 

http://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/ryu/
http://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/tamura/
http://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/ogura/
http://www.pacificgolf.co.jp/


 
■笠 りつ子選手 コメント 

PGM さんには 2012 年からサポートいただき大変感謝しています。昨シーズンは優勝することができず悔しい思いを

しましたので、今シーズンは、まず 1 勝、そして複数回優勝を目標として自分らしく元気に上を向いて戦っていきます。 

また、今シーズンから新たに PGMさんとスポンサーシップ契約となる、田村亜矢プロ、小倉ひまわりプロと共に、皆さんの

ご期待に応えられるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。 

■笠 りつ子選手 プロフィール 

2006 年プロテスト合格後、2010 年に初シードを獲得。2011 年に 

「ニトリレディスゴルフトーナメント」で悲願のツアー初優勝を果たす。

2016年には「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント」、「ニトリレディスゴルフ  

トーナメント」で優勝を飾り、賞金ランキング 3 位になる。 

ツアー通算 5 勝、2017 年度賞金ランキング 15 位 

生年月日 ： 1987 年 11 月 4 日(30 歳) 

出 身 地 ： 熊本県 

 

■田村 亜矢選手 コメント 

プロゴルファーの田村亜矢です。PGM さんが運営する「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡）で働きながら練習を 

積ませていただき、プロテストに合格することができました。「利府ゴルフ倶楽部」は、私にとって“第二の故郷”だと

思っています。今年から PGM スポンサーシップ契約プロゴルファーの 1 人として LPGA ツアーに参戦しますが、まずは来年

のシード権獲得を目標に 1 年間頑張りますので、皆さん、応援よろしくお願いします。 

■田村 亜矢選手 プロフィール 

北海道・栗山町出身。7歳から父親の影響でゴルフを始め、    

プロゴルファーを目指す。小学校 3年生で「全日本ゴルフ      

トーナメント北海道大会」優勝。ゴルフの名門である東北高校に 

進学し、高校3年生の時に「東北ジュニア選手権」、「東北女子アマ   

選手権」で優勝。卒業後、「利府ゴルフ倶楽部」で働きながら練習を

積み重ね、2017年にプロテスト合格。さらに同年のファイナルQTを

3位で通過し、2018年度LPGAツアー前半戦全試合の出場権を

獲得。 

生年月日 ： 1997年4月15日（20歳） 

出 身 地 ： 北海道 

 

■小倉 ひまわり選手 コメント 

プロゴルファーの小倉ひまわりです。今年から PGMさんにお世話になります。ジュニア時代、PGMさんが冠スポンサー

を務める「PGM 世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会」への出場を機に、その後世界大会で戦う経験を積む

ことができたことなど、PGMさんとはとてもご縁を感じています。今シーズンから PGMスポンサーシップ契約プロゴルファーの

1 人として、1 日でも早くみなさんに良い報告ができるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。 

■小倉 ひまわり選手 プロフィール 

東京都江東区出身。9歳からゴルフを始め、小学生時点で平均  

飛距離は約240ヤードと父親を超える。中学では「関東中学校   

ゴルフ選手権春季大会」で優勝し、高校では「東京都女子     

アマチュアゴルフ選手権」を連覇するなど、ジュニア時代から活躍。

海外でも実力を示し、12～18歳の大会「アンダーアーマー     

ゲイリー・ウッドランドチャンピオンシップ」で優勝したほか、   

「IMGA世界ジュニアゴルフ選手権」では団体戦で2015年・2016年

に連続優勝を達成。2017年にプロテストに一発合格を果たす。 

生年月日 ： 1998年7月25日（19歳） 

出 身 地 ： 東京都 



 
■PGM ホールディングス株式会社について 

PGM ホールディングス株式会社は、「総合レジャー企業」を目指す遊技機メーカー大手の株式会社平和    

（東証１部上場）の連結子会社として、13 の子会社 (2018 年 2 月 28 日現在 )からなる企業グループ            

（以下PGMグループ）を統括する統括会社です。PGMグループは、「Love Life. Love Golf.ゴルフは、もっと、素晴らしい。」を

私たちの信念として、全国で 139 箇所のゴルフ場の保有または運営受託を行う他、霊園、ホテル、          

高速道路のサービスエリア内レストラン・売店等の事業を行っております。PGM グループは、様々なゴルファーの 

期待に応えるゴルフ場ネットワークを日本全国に展開し、革新的でありながらも各ゴルフ場の特長を活かした、   

常に柔軟な運営を目指しメンバーとゲストの満足度を高め、料金にふさわしい正当な価値を提供するよう        

努めています。 

 

 

■PGM ホールディングス株式会社 会社概要 

 

商号 PGM ホールディングス株式会社 

本店所在地 東京都台東区東上野一丁目 14 番 7 号 

役員 代表取締役社長 

取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

社外取締役 

常勤監査役 

社外監査役 

社外監査役 

田中耕太郎 

石橋保彦 

嶺井勝也 

兼次民喜 

諸見里敏啓 

石原慎也 

松本拓生 

坂本雅夫 

吉村貞彦 

大友良浩 

設立 2004 年 12 月 9 日 

事業内容 ゴルフ場の保有・運営を事業とする子会社の株式保有 

資本金 12,791百万円（2017年3月31日現在） 

従業員数 
【単体】5名 【連結】8,855名 ※臨時使用人数（平均人数）含む 

（2017年3月31日現在） 

年商 【連結】78,166百万円（2017年3月期） 

事業年度 4月1日から3月31日 

ゴルフ場保有 

または運営状況 

139ゴルフ場 （18ホール換算 170コース） （2018年2月28日現在） 

※保有137ゴルフ場 / 運営受託1ゴルフ場 / リース運営1ゴルフ場 

 

 

 
 

 


