2022 年 5 月 10 日

「ブリヂストンレディスオープン」、5 月 19 日よりスタート
～各種イベントの詳細が決定～
ブリヂストンスポーツ株式会社は同社が企画運営を行い、株式会社ブリヂストンと中京テレビ放送株式会社が
主催する「ブリヂストンレディスオープン」を 5 月 19 日（木）から 22 日（日）までの 4 日間、千葉県の袖ヶ浦
カンツリークラブ・袖ヶ浦コースにて開催します。本大会は、昨年まで愛知県豊田市で開催していた「中京テレビ・
ブリヂストンレディスオープン」を「ブリヂストンレディスオープン」と大会名および開催場所を変更して開催するものです。
本大会より大会期間を 3 日間から 4 日間と拡大しての開催となり、ブリヂストングループは大会を通じてトップ
プレイヤーたちの白熱した試合を支え、10 年後、20 年後もずっと「ゴルフのわくわく」を提供しつづけることで、
「Bridgestone E8 Commitment」※1 で掲げる「Emotion 心動かすモビリティ体験を支えることにコミット」していきま
す。

大会事務局では、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、開催に向けて慎重に協議を重ねてまいりましたが、
会場での大会観戦を楽しみにお待ちいただいているファンの皆様へ「ゴルフのわくわく」を直接お届けしたいという思い
から、各日 5,000 名に入場制限を設けながら、有観客で開催することを決定いたしました。※2
大会開催に際しましては、「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」や千葉県が定める「イベント開催等における必要な感染防止策」を遵守し、地元医療機関とも連携した
安心・安全な大会運営を徹底してまいります。
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大会会場にはブリヂストングループの製品・技術を体験・体感いただける「ブリヂストンパーク」を設置します。「ブリ
ヂストンパーク」では、ゴルフクラブやゴルフボールの新商品の展示・販売に加え、タイヤや免震ゴム、自転車といったブ
リヂストングループの製品に関する展示や体験イベント、さらには「Bridgestone E8 Commitment」や当社グループ
と一緒に共創活動いただいているパートナー企業との新しい価値創造の展示を行います。
また、「ブリヂストンレディスオープン」では、チャリティーパターコンテスト、ジュニアレッスンによる次世代育成、紙の削
減や運営ツールの環境負荷低減素材への置き換え等、「Bridgestone E8 Commitment」と SDGs の活動を通じ
サステナブルな大会運営を推進してまいります。
■ブリヂストン・アスリート・アンバサダー宮里藍プログラム
日にち
5/17
（火）
5/19,20
（木,金）
5/22
（日）

時間

イベント内容

出演者

場所

次世代トークセッション
14:30～15:30 14:30~15:00 ジュニアゴルファー

宮里藍

来賓レストラン

15:00~15:30 若手プロ
観戦ツアー＆座談会
11:00~15:00

①19 日 茂木宏美

①11:00~12:30 観戦ツアー
②14:00~15:00 座談会

11:30～12:45 ジュニアレッスン会
表彰式

ベストアマ表彰

20 日 鬼澤信子
②両日とも宮里藍

①ゴルフ場内
②来賓レストラン

宮里藍

練習場

宮里藍

表彰式会場

○次世代トークセッション
宮里藍が、本選出場アマチュアや若手プロなどに対し、世界で戦った経験と知識を伝えるトークセッション。
参加予定プロ：吉田優利、永嶋花音、佐藤心結、桑木志帆、阿部未悠、他（当日決定）
○ジュニアレッスン会
次世代の挑戦をささえる、ジュニアゴルファー向けのレッスン会。
※ジュニアレッスン会の参加者は事前募集し決定しております。
※契約プロの出演予定は変更になる場合があります。
※開催時間は目安であり、競技の進行状況により変更になる場合があります。

■大会実施週でのお客様イベント一覧
日にち

宮里藍

時間

イベント内容

場所

ブース展示
・海外・国内選手から 10 年後、20 年後に向けたメッセージ展示
・出場選手からの大会直前メッセージ動画放映

5/19～22

終日

・宮里藍 “次世代育成への想いを語る”インタビュー動画放映

ブリヂストン

・ゴルフクラブ・ボール新商品展示・販売

パーク

・ゴルフシューズ 4 種類試履きコーナー（21,22 日のみ）
・タイヤ、免震ゴム、サイクルの展示、体験イベント

（木～日）

・ブリヂストンの先進技術、共創活動の紹介ブース展示

9:00～
競技終了

デジタルスタンプラリー

ゴルフ場

※詳細、ご参加に関しては大会 HP からご確認ください。

全域

チャリティーパターチャレンジ
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パター
練習場

10:30～
5/22（日）

14:00
10:30～
14:00

ゴルフクラブフィッティング＆試打会
練習場
ゴルフボールフィッティング

※開催時間は目安であり、競技の進行状況により変更になる場合があります。
※各イベントは悪天候等により中止になる場合があります。

大会 Web サイト（https://www.bridgestoneladiesopen.jp/）では、トーナメント情報を随時公開しています。
ブリヂストングループは、最高のパフォーマンスを繰り広げる選手達をサポートするとともに、ゴルフファンの皆様、これか
らゴルフを始める皆様にも「わくわく」していただける大会づくりを目指してまいります。
１．大会概要
(1) 名称：「ブリヂストンレディスオープン」
(2) 開催期間：2022 年 5 月 19 日（木）～5 月 22 日（日）
(3) 開催場所：袖ヶ浦カンツリークラブ・袖ヶ浦コース（千葉県）
(4) 主催：株式会社ブリヂストン、中京テレビ放送株式会社
(5) 賞金：総額 1 億円、優勝賞金 1 千 8 百万円
(6) ブリヂストンスポーツ株式会社契約の主な出場予定選手※3
■稲見 萌寧

■大里 桃子

■渡邉 彩香

・1999 年 7 月 29 日生まれ
・東京都出身
・通算ツアー勝利数 10 勝

・1998 年 8 月 10 日生まれ
・熊本県出身
・通算ツアー勝利数 2 勝

・1993 年 9 月 19 日生まれ
・静岡県出身
・通算ツアー勝利数 4 勝

■三ヶ島 かな

■吉田 優利

■堀 琴音

・1996 年 7 月 13 日生まれ
・福岡県出身
・通算ツアー勝利数 1 勝

・2000 年 4 月 17 日生まれ
・千葉県出身
・通算ツアー勝利数 2 勝

・1996 年 3 月 3 日生まれ
・徳島県出身
・通算ツアー勝利数 2 勝
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２．大会における主な感染症対策
(1) 来場者の入場管理及び入場時の検温・体調確認
(2) 来場者へ飲食時以外マスク着用・こまめな手洗い・手指消毒へのご協力要請
(3) コース内通路においてソーシャルディスタンスを確保するローピング
(4) 会場内各所への消毒液設置
(5) 室内の消毒と換気
(6) 感染予防行動の注意啓蒙を行うスタッフの配置
(7) 出場選手・大会運営関係者へ PCR 検査実施及び稼働日の検温・体調確認
※1 「Bridgestone E8 Commitment（ブリヂストンイーエイトコミットメント）」
ブリヂストングループは､「2050 年 サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供し
ている会社へ」というビジョンの実現に向けて、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」を制定しました。
これを未来からの信任を得ながら経営を進める軸とし、ブリヂストンらしい「E」で始まる 8 つの価値（Energy、Ecology、
Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、Empowerment）を、ブリヂストンらしい目的と手段で、従業
員・社会・パートナー・お客様と共に創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2022030101.html
※2 政府及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や無観客開催を含
めて内容を変更する可能性がございます。
※3 各選手のプロフィールは 4 月 22 日現時点のものです。

以上

本件に関するお問い合わせ先
＜報道関係＞ ブランド・ファンコミュニケーション部 pr.bsp@bridgestone.com
＜お客様＞
お客様コールセンター 0120-116613
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