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ABEMAツアー 太平洋クラブチャレンジトーナメント

男子プロゴルフ2022年度ABEMAツアー第3戦

「太平洋クラブチャレンジトーナメント」（賞金総額1500万円、優勝賞金270万円）が

5月25日～27日までの3日間、埼玉・熊谷市の

太平洋クラブ江南コース（7,053ヤード、パー71）で開催されます。

次世代を担うスター候補の発見やベテランの復活劇など

数々のドラマが繰り広げられる大会が3年ぶりに有観客開催。

今回もギャラリーを無料で受け入れ、”レギュラーツアーの登竜門”としての魅力を

多くのゴルフファンに楽しませてくれます。

なお、大会の模様はインターネットテレビ「AbemaTV」で無料生配信されます。

【太平洋クラブチャレンジトーナメント】

下部ツアー史上最高のギャラリー数（※3日間競技の場合）となる7,546人（※2019年

度大会実績）を誇る太平洋クラブチャレンジトーナメント。2014年から始まった本大会は太平

洋クラブが主催するトーナメントとして2020年にコロナ禍による中止を挟み、今年で8回目の開

催となります。

開催コースとなる太平洋クラブ江南コースは、2015年に日本最古のメジャー大会「第83回

日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯」を開催。以降、チャレンジトーナメントの舞

台として継続開催してきました。名匠・加藤俊輔が設計した、武蔵野の平野に広がるフラットな

土壌に難度の高いコースセッティングで選手たちの挑戦を待ち受けます。

今大会は杉原大河、河本力といった平均飛距離300ヤード超えを武器とする若手選手に注

目が集まる中、これを迎え撃つベテラン勢も背水の陣で大会に臨みます。ツアー通算17勝の伊

澤利光や横尾要といった古豪たちによる、妙味あふれる技の数々も見ごたえ十分。一見、優し

げなロケーションの中に多くの“罠”を秘めた江南コースを選手たちがどのように攻略するか、ぜひ

ご注目いただければ幸いです。

また、本大会はギャラリーを無料で入場可としています。グルメフェア、お楽しみ抽選会、ワンポイ

ントレッスン会といった様々なギャラリーイベントを多数用意して、観戦以外にも楽しんでいただけ

ます。

ぜひメディア各社の皆様に御誌紙面ならびにオンラインにて取り上げてくださるよう、

何卒宜しくお願い申し上げます。



大会実施要項



出場選手(予定)

太平洋チャレンジ 於：太平洋クラブ 江南コース

出場人数148名

【JGTO枠】 (50音順）

NO 名前 所属

1 伊藤　慎吾 かねますフルーツ

2 河本　力 フリー

3 嘉数　光倫 エナジック

4 岡部　大将 大利根ＣＣ

5 勝亦　悠斗 ＩＴＳ

6 日高　将史 フリー

7 薗田　峻輔 フリー

8 比嘉　拓也 TOSHIN

9 岡村　了 平川ＣＣ

10 大塚　大樹 A-TRUCK

11 高柳　直人 フリー

12 芦沢　宗臣 田辺CC

13 菊池　純 EUROZ GOLF

14 吉田　泰基 東広野GC

15 岩田　大河 フリー

16 西山　大広 フリー

17 平本　世中 フリー

18 伊藤　有志 アイシグリーンシステム

19 小木曽　喬 フロンティアの介護

20 Ｊ・デロスサントス JOYXGC上月C

21 Ａ・ウォンワニ フリー

22 Ｓ・Ｊ・パク エヌ・エヌ・ドゥ

23 Ｍ・カルバリョ フリー

24 Ａ・バーデット フリー

25 Ａ・サンドゥ Chandigarn Golf Club

26 Ｉ・Ｊ・ジャン エヌ・エヌ・ドゥ

27 白　佳和 武田産業

28 竹山　昂成 フリー

29 金智宇（キムジウ） フリー

30 山浦　一希 フリー

31 額賀　辰徳 取手国際ＧＣ

32 原　敏之 YAGOKORO

33 大塚　智之 光洋会三芳病院

34 木村　太一 フリー

35 黒川　逸輝 フリー

36 松原　大輔 フリー

37 今野　大喜 フロンティアの介護

NO 名前 所属

38 松村　大輝 ELPA

39 小泉　正樹 フリー

40 金子　駆大 フリー

41 北村　晃一 ダック技建

42 Ａ・キュー TAKA SPORTS

43 生源寺　龍憲 フリー

44 長澤　奨 山田商会

45 小西　奨太 小樽CC

46 金岡　奎吾 フリー

47 高橋　賢 フリー

48 伊藤　誠道 沼津ＧＣ

49 米澤　蓮 フリー

50 大貫　渉太朗 wiredpackage

51 大堀　裕次郎 フリー

52 高橋　慧 フリー

53 芹澤　慈眼 フリー

54 平本　穏 悠プロダクション

55 黒岩　輝 フリー

56 黒﨑　蓮 フリー

57 福原　翔太 ケイ・ワイ・コーポレーション

58 蛭川　隆 セガミック

59 正岡　竜二 グランデュール

60 成松　亮介 ザ・クイーンズヒルＧＣ

61 鈴木　敬太 銀座コバウ

62 河　尊永 Life-do.Plus

63 馬渡　清也 フリー

64 徳元　中 大利根ＣＣ

65 久保田　皓也 六甲国際GC

66 山田　大晟 相模原GC

67 岩崎　誠 玉川工産

68 鈴木　之人 泉国際ＧＣ

69 岩元　洋祐 加古川ゴルフ倶楽部

70 太田　直己 フリー

71 塩見　好輝 国際スポーツ振興協会

72 藤本　佳則 国際スポーツ振興協会

73 山本　太郎 ネットワークコーポレーション

74 増田　伸洋 フリー

NO 名前 所属

75 石原　航輝 フリー

76 上森　大輔 城陽ＣＣ

77 杉原　大河 フリー

78 河野　祐輝 NTT西日本アセット・プランニング

79 遠藤　彰 フリー

80 諸藤　将次 BJC

81 竹内　秀 ひかりGOLF PARK

82 小川　翔 フリー

83 遠藤　健太 サーティ・ファイブ

84 高野　碧輝 フリー

85 砂川　公佑 オークラ輸送機

86 わたり　哲也 ＬＧＶ船橋

87 渡辺　龍ノ介 フリー

88 山本　豪 中西造船

89 野呂　涼 フリー

90 小浦　和也 NEXTEP

91 中村　匡志 フリー

92 太田　祐一 フリー

93 藤島　晴雄 進電グループ

94 森　雄貴 グレイスヒルズカントリー倶楽部

95 櫛山　勝弘 kizuna

96 森　博貴 ヒップスタイルホールディングス

97 関　将太 フリー

98 林　拓希 フリー

99 大下　勇 西条ヒルサイドG

100 狩俣　昇平 フリー

101 豊見里　友作 Re･Favor

102 玉城　元気 フリー

103 梅山　知宏 アイシグリーンシステム

104 杉下　圭史 ゴールデンバレーGC

105 井上　敬太 ザ･サイプレスGC

106 山岡　成稔 こばやしようき

107 近藤　啓介 南山ＣＣ

108 伊藤　元気 愛知ＣＣ

109 Ｇ・デバルバ 鳴尾ＧＣ

110 片岡　大育 Kochi黒潮CC

111 竹田 のすけ プロアスリート

112 岡島 功史 フリー

113 古庄 紀彦 筑波CC

114
115
116

※5/23時点



出場選手(予定)

太平洋チャレンジ 於：太平洋クラブ 江南コース

出場人数148名

【主催者推薦枠】 ※5/23時点

NO 名前 所属

117 石田　鈴千代 筑波CC

118 藤田　雄紀 --

119 佐藤　えいち ENAGIC

120 稲田　愛篤 玄海ゴルフクラブ

121 徳永　弘樹 サンヒルズＣＣ

122 加藤　俊英 羽川エンタープライズ

123 笹村　心 PGM石岡GC

124 宇佐美　祐樹 富士宮GC

125 荒井　陸 --

126 大関　翔 フリー

127 細野　勇策 フリー

128 原田　大雅 フリー

129 田中　雄貴 フリー

130 小野田　享也 浜名湖CC

131 藤島　豊和 山留商店

132 伊澤　利光 フリー

133 増田　将光 双伸ゴルフセンター

134 久米　朗文 ひかり産業

135 河野　晃一郎 飯田通商株式会社

136 山下　和宏 ザ･サイプレスGC

137 松本　雄友 フリー

138 石川　航 フリー

139 横尾　要 フリー

140 今井　健 --

141 @本　大志 目黒日本大学高校

142 @小林　翔音 西武台千葉高校

143 @和田　歩 専修大学

144 菅原　大地 フリー

145 関藤　直熙 エブリイ

146 野口　裕太 フリー

147 井上　信 袖ケ浦CC

148



賞金配分表



ギャラリーイベント / チケット情報



ギャラリーイベント / チケット情報



コースレイアウト



大会ポスター



その他 取材についてのご案内

報道関係者お問い合わせ

大会に関するお問い合わせ(フレンド企画 小川) TEL.090-2221-8500
ゴルフ場に関するお問い合わせ(太平洋クラブ広報 平田) TEL.03-5219-8190

(平日9:00～17:30)

【本大会への取材(来場)申請について】

■関東（関西）運動記者クラブゴルフ分科会、ゴルフ雑誌記者
会加盟の1媒体2名（テレビ局は1局1名）の人数制限とさせて
頂きます。記者・カメラを通じて2名となります。
日替わりでの取材者交代も出来ませんので、登録2名様での通
し取材をお願いします。

■来場初日にクラブハウス正面玄関付近で抗原検査（¥2,000）
を
受検いただきます。陰性の結果がでた場合のみ入場可能となり
ます。

■取材可能日は5月25日（水）～27日（金）の3日間となりま
す。


