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2021年度 ツアートーナメント開催地区

［県別開催数上位］
1位	 千葉県	 6 競技
2位	 茨城県	 5 競技
	〃	 愛知県　　　〃
	〃	 兵庫県　　　〃
5位	 北海道	 4 競技
	〃	 静岡県　　　〃
7位	 栃木県	 3 競技
	〃	 神奈川県	 〃	
	〃	 宮崎県　　　〃

ジャパンゴルフツアー	
❶東建ホームメイトカップ【三重】
❷関西オープンゴルフ選手権競技【兵庫】
❸中日クラウンズ【愛知】
❹ JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by RICHARD MILLE【栃木】 
❺アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ【神奈川】
❻ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント 【茨城】
❼〜全英への道〜ミズノオープン 【岡山】
❽日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills【茨城】
❾ダンロップ・スリクソン福島オープンゴルフトーナメント【福島】
�日本プロゴルフ選手権大会【栃木】
� ISPS HANDA ガツーンと飛ばせ！ツアートーナメント【未定】 
�長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップンゴルフトーナメント【北海道】
�Sansan KBCオーガスタオーガスタゴルフトーナメント【福岡】
�フジサンケイクラシック【山梨】
�Shinhan Donghae Open 【未定】
�パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 【京都】
�バンテリン東海クラシック【愛知】
�ブリヂストンオープンゴルフトーナメント【千葉】
�日本オープンゴルフ選手権競技【滋賀】
�マイナビ ABC チャンピオンシップゴルフトーナメント【兵庫】
�三井住友 VISA太平洋マスターズ【静岡】
�ダンロップフェニックストーナメント【宮崎】
�カシオワールドオープンゴルフトーナメント【高知】
�ゴルフ日本シリーズ JTカップ【東京】

※❺��は、海外ツアーとの共同開催
※ ANAオープンは調整中

JLPGAツアー
❶ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント【沖縄】
❷明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント【高知】
❸Tポイント×ＥＮＥＯＳゴルフトーナメント【鹿児島】
❹アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021【宮崎】
❺ヤマハレディースオープン葛城【静岡】
❻富士フイルム・スタジオアリス女子オープン【兵庫】
❼KKT杯バンテリンレディスオープン【熊本】
❽フジサンケイレディスクラシック【静岡】
❾パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント【千葉】
�ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ【茨城】
�ほけんの窓口レディース【福岡】
�中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン【愛知】
�リゾートトラスト レディス【愛知】
�ヨネックスレディスゴルフトーナメント【新潟】
�宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント【兵庫】
�ニチレイレディス【千葉】
�アース・モンダミンカップ【千葉】
�資生堂 レディスオープン【神奈川】
�ニッポンハムレディスクラシック【北海道】
�GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ【茨城】
�大東建託・いい部屋ネットレディス 【北海道】 
� NEC軽井沢72ゴルフトーナメント【長野】
�CAT Ladies 2021【神奈川】
�ニトリレディスゴルフトーナメント【北海道】
�ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント【三重】
�日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯【茨城】
�住友生命 Vitality レディス 東海クラシック【愛知】
�ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント【宮城】
�日本女子オープンゴルフ選手権競技【栃木】
�スタンレーレディスゴルフトーナメント【静岡】
�富士通レディース 2021【千葉】
�NOBUTA GROUP マスターズGCレディース【兵庫】
�樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメント【埼玉】
�TOTOジャパンクラシック【滋賀】
�伊藤園レディスゴルフトーナメント【千葉】
�大王製紙エリエールレディスオープン【愛媛】
�JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ【宮崎】
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本書のご利用案内
［本書の掲載内容］
本書の「2020トーナメント運営実績データ」に掲載されている各項目の内容は、2020年度（前年度）
の大会運営実績です。但し、2021年度に名称変更を行なう場合、冒頭の名称覧には、2021年
度の新名称と 2020年度の旧名称（カッコ内）の両方を表記しました。

【トーナメント事務局】事務局の所在部署または名称、担当者名、住所、電話番号、ファッ
クス番号、ホームページアドレスを表記。
【SNS】SNS（Facebook 及び Twitter）のアカウントを表記。
【名称】大会の正式名称を表記。
【主催・共催】主催会社、共催会社名を表記。ただし、新聞社、放送局は、原則として（株）を省略。
【主管・公認】主管・公認団体名と、カッコ内に担当ディレクターを表記。
【後援・協力・特別協賛・協賛・企画・運営・運営協力等】各トーナメントの大会実施概要
の記載内容に準じて表記。ただし、（株）は省略。
【賞金総額・優勝賞金】賞金額と優勝者を表記。悪天候等による中止で短縮となった場合は、
カッコ内に内容を表記。
【開催期日】開催期日を表記。
【会場】コース名、大会の実施ヤーデージとパーを表記。2021年度にコース変更の場合はカッ
コ内に表記。
【交通案内】会場までの無料ギャラリーバスを運行した最寄り駅名を表記。ギャラリーバス
の運行がない場合は、最寄り駅からタクシーを利用した場合の乗車時間を表記。
【ギャラリー駐車場】ギャラリー駐車場についても表記。有りの場合は、有料か無料かにつ
いても表記。
【第 1組スタート時間】各ラウンドの第１組スタート時間を表記。ラウンド中止の場合は“中
止”と表記し、ラウンド数を繰り延べ。
【前売券発売場所】前売券の販売場所を表記。入場無料の場合は“なし”と表記。
【入場券料金】前売券が何枚綴りの通し券か、そして料金を表記。さらに当日券の各日の料
金を表記。料金は原則として税込。
【アマプロ大会】アマプロ大会を開催し、一般ギャラリーが入場できた場合は“入場可”、で
きなかった場合は“入場不可”、またアマプロ大会を開催しなかった場合は“なし”と表記。
【前夜祭】前夜祭を開催した場合は“あり”、開催しなかった場合は“なし”と表記。
【テレビ放送】放送ネットが何系列で何局かを表記。また制作局を特に表示する場合にはそ
の局名を表記。
【放送時間帯】放送日、時間帯、ビデオリサーチ調べの関東／関西の視聴率を表記。ローカ
ル放送（一部局による異なる時間帯の放送やBS、CS放送）がある場合には“他ローカル放送
あり”または“BS、CS放送あり”と表記。
【ギャラリー数】各ラウンドのギャラリー数と天気を表記。集計のない場合は“集計なし”と表記。
【ボランティア参加者数】運営に参加したボランティアの人数を各ラウンドごとに表記。ボ
ランティア制度のない場合には“なし”と表記。
【出場選手数／予選通過選手数】出場選手数と予選通過選手数を表記。
【予選会】本大会に出場するための予選会の有無を表記。
【大会プロフィール】大会の歴史、大会開催のコンセプト、独自の競技方式等について表記。
【貢献事業】チャリティ資金の募金方法、チャリティ寄金の寄贈先、ボランティア協力団体、
その他の貢献活動について、JGTOや JLPGAが独自に実施した活動も含めて端的に表記。
【ギャラリーサービス】ギャラリーサービスの内容を端的に表記。
【名称変更歴】第 1回大会からの名称変更歴を表記。
【2021年開催情報】2021年度の開催期日、会場名（会場となるコースの開場年月日、設計者、住所、
電話番号）、特記事項（名称や賞金額の変更を紹介）を表記。開催中止の場合はこの項目なし。

過去5年間の大会最終日（日曜日）のギャラリー数とテレビ視聴率（ビデオリサーチ調べ、（生）
は生中継、（録）は録画中継を表す）をグラフで表記。開催 5年未満の大会は開始年より。
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2020年トーナメント運営実績 大会プロフィール

2021年開催情報

JGA競技
JG
A
競
技

日本オープンゴルフ選手権競技
名　　称●第85 回 日本オープンゴルフ選手権競技
主　　催●（公財）日本ゴルフ協会
共　　催●NHK
後　　援●スポーツ庁、千葉市、野田市、関東ゴルフ連盟、千葉県アマチュアゴルフ協会、
 野田市アマチュアゴルフ協会
JGAオフィシャルスポンサー●NEC
JGAオフィシャルエアライン●日本航空
特別協賛●江崎グリコ、日本化成、久光製薬、ヤマトホールディングス
協　　賛●紫カントリークラブ
賞金総額●¥157,500,000　　優勝賞金●¥31,500,000（優勝者　稲森佑貴）
開催期日●10 月15 日（木）／ 16 日（金）／ 17 日（土）／ 18 日（日） 
会　　場●紫カントリークラブ・すみれコース　7,317YARDS　PAR70

スタート時間●1R − 6：45　2R − 6：45　3R − 7：35　4R − 7：30
アマプロ大会●新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
前夜祭●なし
テレビ放送● NHK総合テレビ、NHK BS1、
放送時間帯● 10 月15 日（木）13：00 〜 15：08（生中継・BS1）
  15：08 〜 16：50（生中継・総合）
 10 月16 日（金）13：00 〜 15：08（生中継・BS1）
  15：08 〜 16：50（生中継・総合）
 10 月17 日（土）13：00 〜 13：50（生中継・BS1）
  13：50 〜 16：00（生中継・総合）［関東（6.4％）  関西（5.0％）］
 10 月18 日（日）11：45 〜 13：05（生中継・BS1）
  13：05 〜 16：00（生中継・総合）［関東（6.1％）  関西（4.1％）］
 他 CS 放送（ゴルフネットワーク）、インターネット中継あり。
ボランティア参加者数● 1R ／ 109 人　2R ／ 108 人　3R ／ 112 人　4R ／ 109 人
出場選手数 /予選通過数● 120 人（うちアマ 18 人）／60 人（うちアマ8 人）  
予選会●あり

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客試合にて実施。
※2020年に限り賞金総額を￥157,500,000 に減額。

●1927 年に神奈川県・保土ケ谷 CC において第 1 回大
会を開催。以来、トップアマチュアとプロフェッショナル
が一堂に会し、覇権を争ってきた。歴代チャンピオンに
は、ナショナルオープンにふさわしい錚々たる名手が名を
連ね、その軌跡はそのまま日本のゴルフ史を象徴している
とも言える。開催コースも伝統と格式ある名門倶楽部を選
定。決定から 5 年の準備を経て、ナショナルオープンにふ
さわしい難度、コンディションに仕上げられる。'15 年か
ら JGA/USGA ハンディキャップインデックスを取得して
いれば、誰でも出場できる日本オープンドリームステージを開催。'16 年度から会場を 8 会
場へ拡大、さらに地区予選を 6 会場、最終予選会を 2 会場へ増やすなど門戸を開放。大会
は稲森佑貴が、通算 5 アンダーで優勝。2 年ぶりのツアー 2 勝目を本大会で飾り、2 度目
の日本一に輝いた。
●貢献事業 ･･･ ★ボランティア協力団体［開催コースメンバー他］
●名称変更歴 ･･･ 日本オープンゴルフ選手権競技（1927 〜 2020）

日本オープンゴルフ選手権競技

開催期日●10 月 21 日（木）／ 22 日（金）／ 23 日（土）／ 24 日（日）
会　　場●琵琶湖カントリー倶楽部
　　　　　昭和 34 年 11 月 8 日開場　設計／富沢誠造
　　　　　〒 520-3005　滋賀県栗東市御園 513 番地　TEL.077-558-0121
特記事項●開催コースを琵琶湖カントリー倶楽部に変更。

●ギャラリー数 ●視聴率
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過去5年間のギャラリー数、視聴率の推移（日曜日）

'16

14,417人
（晴後曇）

（生）

'16'17

4,817人
（雨）

（生）

'17'19

（生）

'19'18

8,011人
（雨後曇） 7,258人（晴時々曇） （生）

'18'20

（生）

'20
（無観客試合）

トーナメント事務局●（公財）日本ゴルフ協会
担当者●安中新祐、林　忠男
〒 104-0031　東京都中央区京橋 1 丁目 12-5 京橋 YS ビル 2F
TEL.03-3566-0003　FAX.03-3566-0101
ホームページ　http://www.jga.or.jp @japangolfassociation


