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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、一般社団法人 国際ジュニアゴルフ育成協会（本部：神奈川県横浜市中区／代表理事 井上 透、 

以下「IJGA」）と株式会社ビーエスフジ（本社：東京都港区台場／代表取締役社長 亀山 千広）が主催する、   

2018年度の『PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』（以下「本大会」）に、冠スポンサーとして

特別協賛することを本日発表しました。 

 

PGMグループは、社会貢献及びジュニアゴルファー育成の一環として、2014年度から本大会に特別協賛すると共に、

PGMグループ運営ゴルフ場を本大会の全大会の会場（予選大会8会場、決勝大会3会場）として提供します。 

 

また、2018年度の本大会では、東日本と西日本の各決勝大会優勝者への副賞として、15-18歳 男子の部で、

2018年11月1日（木）～4日（日）に「PGMゴルフリゾート沖縄」で開催する国内男子ツアー『HEIWA・PGM 

CHAMPIONSHIP』の本戦出場権を付与する予定です。 

 

さらに、2018年7月にアメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで 

開催される『IMGA世界ジュニアゴルフ選手権』に「PGM日本代表 

選手団」として派遣される45名（予定）の選抜選手に対して、IJGAを

通じてサポートを行います。 

 

PGMグループは、ジュニアゴルファーに向けて様々な取り組みを

行う中で、実力のある若手ゴルファーたちに、将来のゴルフ業界を

担う選手として活躍する機会を提供するなどの支援を、今後も

積極的に行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 『PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』 2018年度大会概要 

 

PGM ホールディングス株式会社が 2018 年度も大会冠スポンサーとして特別協賛 

『PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』 
2018 年 2 月 24 日（土）～4 月 22 日（日）、PGM グループ運営ゴルフ場にて開催 

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/ 

本大会ポスター画像 

【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/ 

本大会バナー広告イメージ 

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


■ 『PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』 2018年度大会 概要 

・主 催： 一般社団法人 国際ジュニアゴルフ育成協会(IJGA)、株式会社ビーエスフジ 

・特 別 協 賛： PGMホールディングス株式会社 

・協 賛： ダンロップスポーツ株式会社、株式会社ニコンビジョン、キャロウェイゴルフ株式会社 

・後 援： 日本ゴルフ協会（決勝大会のみ）、日本プロゴルフ協会、朝日新聞、日刊スポーツ、 

アルバトロス・ビュー、週刊パーゴルフ、ゴルフトゥデイ、ゴルフダイジェスト・オンライン 

・日 程 /会 場： 2018年2月～4月に全国8会場で予選大会、3月末～4月に3会場で決勝大会 

   （東日本・西日本・U6）を、PGMグループ運営ゴルフ場にて開催 

・出 場 資 格： 18歳以下の男女ジュニアゴルファー 

  ※17歳以下は2018年7月12日（木）時点の年齢でエントリー、18歳は同年7月13日（金）時点で   

18歳であればエントリー可。 

・応 募 方 法： IJGAホームページよりエントリー http://www.ijga.or.jp/ 
・予 選 募 集： 1,200名を予定 

・代表選手選抜人数（計30名を予定）： 

  U6の部／男女各1名、7-8歳の部・9-10歳の部・11-12歳の部／男女各2名 

 13-14歳の部・15-18歳の部／男女各4名 

・各決勝大会優勝者副賞： 

15-18歳男子の部 『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』（PGMゴルフリゾート沖縄）  

本戦出場権 合計2名 ※2018年『IMGA世界ジュニアゴルフ選手権』に出場することを条件。 

・派 遣 先： 『IMGA世界ジュニアゴルフ選手権』 

・開 催 日 程： 2018年7月10日（火）～13日（金） 

・開 催 場 所： アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ Torrey Pines（トーリーパインズ）他 

・大会について問い合わせ先： 

一般社団法人 国際ジュニアゴルフ育成協会(IJGA)／担当:赤井 

    TEL:045-222-3155 ／ FAX:045-681-0676 
 
 
■ 『PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』 予選大会 概要 
 
ブロック 開催エリア 開催日程 会場 会場住所及び、電話番号 

西日本 

九州・沖縄 2 月 24 日（土） ワールドカントリー倶楽部 
熊本県宇城市 
TEL：0964-43-5555 

中国・四国 3 月 3 日（土） 東広島カントリークラブ 
広島県東広島市 
TEL：082-433-2811 

東海・関西 3 月 11 日（日） 亀山ゴルフクラブ 
三重県亀山市 
TEL：0595-82-6513 

東日本 

関東① 3 月 24 日（土） 千成ゴルフクラブ 
栃木県大田原市 
TEL：0287-28-1100 

関東② 3 月 28 日（水） ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース 
千葉県市原市 
TEL：0436-89-2211 

関東③※ 4 月 2 日（月） ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース 
千葉県茂原市 
TEL：0475-26-5500 

東北 4 月 3 日（火） 松島チサンカントリークラブ（松島コース） 
宮城県宮城郡松島町 
TEL：022-354-2241 

北海道 4 月 15 日（日） 桂ゴルフ倶楽部 
北海道苫小牧市 
TEL：0144-57-5757 

 

※関東③については、11-12 歳の部・13-14 歳の部・15-18 歳の部のみ開催。 

 

■ 『PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』 決勝大会 概要 
 
ブロック 開催部門 開催日程 会場 会場住所及び、電話番号 

― U6の部 3 月 28 日（水） ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース 
千葉県市原市 
TEL：0436-89-2211 

西日本 07-08歳の部 
09-10歳の部 
11-12歳の部 
13-14歳の部 
15-18歳の部 

3 月 31 日（土）～ 
4 月 1 日（日） 大宝塚ゴルフクラブ 

兵庫県宝塚市 
TEL：0797-91-1361 

東日本 
4 月 21 日（土）～ 
22 日（日） 美浦ゴルフ倶楽部 

茨城県稲敷郡美浦村 
TEL：029-840-0001 

http://www.ijga.or.jp/


■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 (2017 年 12 月 21 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 140 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 

140ゴルフ場 （18ホール換算 171コース） （2017年12月21日現在） 

※保有137ゴルフ場 / 運営受託2ゴルフ場 / リース運営1ゴルフ場 

 


