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ゴルフネットワーク 
２０１８年２月見どころ  

Ｐｒｏｇｒａｍ Ｌｉｎｅ-ｕｐ 
ジュピターゴルフネットワーク株式会社 

2017年12月27日 

今月の注目ラインアップ 

 
 
 
 
 

【2月は松山英樹の大会3連覇に注目！】 
 

①松山英樹が大会史上2人目となる3連覇に挑む！ 

 「ウェイストマネジメントフェニックスオープン」 
 

＜関連番組＞ 

 3連覇に挑んだ松山英樹をゴルフネットワーク解説陣が分析する 

  「松山英樹を見た証言～2018フェニックスオープン編～」 
                                            （P.2） 
 

②2月は、プロ同期生であり、2018年シーズン注目のルーキー対決！ 

  「ゴルフ真剣勝負 the MATCH（勝みなみ vs 新垣比菜）」 
                                        （P.7 ） 
 

③開幕直前！国内女子ツアーの見どころを紹介！ 

  「『注目！これを見ないと始まらない』 ２０１８年国内女子ツアー開幕ＳＰ」 
                                              （P.7 ） 
 

④祝1周年！今回の「ギア猿」は90分拡大版で再びアメリカPGAショーへ！ 

  「ギア猿～アメリカPGAショー2018をサルベージ(1)～ 

               祝1周年！90分拡大版でお届け！」 
                                    （P.8 ） 
 

⑤いよいよ最終回！AKB48の柏木由紀は120切りを達成できるのか！？ 

  「はじめて！ゴルフ2～目指せ120切り～」 
                                    （P.8 ） 
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【PGA ツアー】 
 

ウェイストマネジメント フェニックスオープン 

＜放送日時＞ ※1日目、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 １日目   2/2（金）午前5：00～9：00 （初回）   /  午後8：00～11：00   

 ２日目  2/3（土）午前5：00～9：00 （初回） /  午後1：00～4：00  /  午後8：00～11：00  

 ３日目前半  2/4（日）午前4：00～7：00 （初回）   /  午後0：00～3：00 /  午後7：00～10：00  

 ３日目後半   2/4（日）午後3：00～5：00 （初回）   /  午後10：15～深夜0：15 

 最終日前半  2/4（日）深夜3：00～翌午前6：00 （初回）   /  午後4：00～7：00  

 最終日後半  2/5（月）午後8：00～11：00 

世界で最も多い観客動員数を誇る大会。開催コース「ＴＰＣスコッツ
デール」は、16番ホールのパー３に、フットボールスタジアムのよう
なスタンドを常設しているなど、60万人を超える観客を集める「劇
場型」ゴルフトーナメントだ。 

昨年大会では、ディフェンディングチャンピオンとして出場した松山
英樹がウェブ・シンプソンとの４ホールにわたるプレーオフを制して
、大会連覇を達成。この勝利によってツアー通算４勝目を飾った松
山は、丸山茂樹が保持していた日本人最多勝利数を14年ぶりに
更新した！ 

 大会最終日はアメリカの国民的イベント「スーパーボウル」が開催

される日ということもあり、さながらフットボールスタジアムで試合を
しているかのような熱狂に包まれるこの大会で松山が大会３連覇
を狙う！ 

【大会概要】 
■開催日:2/1(木）～2/4（日） 
■場所：TPCスコッツデール（アリゾナ州） 
■賞金総額： 690万ドル(優勝賞金：120.6万ドル） 
■17年優勝：松山英樹 

【PGA ツアー関連番組】 
 

松山英樹を見た証言～2018フェニックスオープン編～ 

ゴルフネットワーク解説陣が松山英樹の活躍を振り返りな
がら分析する「松山英樹を見た証言」シリーズの2018年第2

弾。今回は松山英樹の大会3連覇がかかった「2018ウェイ
ストマネジメントフェニックスオープン」を分析する。 

過去2年の連覇のほか、優勝には惜しくも届かなかったもの

の上位争いを繰り広げるなど、コースとの相性の良さを感じ
させる松山。それだけに本年度大会でもやはり優勝候補
No.1と言える存在。そんな松山が3連覇のかかった今大会

でどんなプレーを見せたのか。ゴルフネットワーク解説陣が
ポイントとなったプレーを独自の視点から振り返る。 

＜放送日時＞ 

 2/11（日） 午前9：00～10：00 
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【PGA ツアー】 
 

ＡＴ＆Ｔペブルビーチプロアマ 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 
 １日目  2/9（金）午前5：00～8：00（初回） / 午後8：00～11：00    

 ２日目  2/10（土）午前5：00～8：00（初回） / 午後1：00～4：00  / 午後8：00～11：00  

 ３日目  2/11（日）午前4：00～9：00（初回） / 午後1：00～4：00 / 午後10：15～深夜1：15  

 最終日  2/11（日）深夜3：00～翌午前8：30（初回） /  2/12（月・祝）午後8：00～11：00 

 （※最大延長 [最終日]午前11：30まで） 

世界中のゴルファーが憧れるペブルビーチGLをメイン会場に
開催される大会。世界のセレブたちがプロとプレーするユニー
クなレギュレーションで、予選３日間をモントレー半島の３コース
でプレーし、最終日はメイン会場のペブルビーチGLで開催され
る。 

昨年大会は、大雨の影響でサスペンデットになりながら、厳し
いコンディションのなかでプレー。一転して快晴を迎えた最終日
、後続と６打差をつけてスタートしたジョーダン・スピースが２バ
ーディノーボギーと安定感のあるプレーを展開し、今季初勝利
を手にした。 

【大会概要】 
■開催日:2/8(木）～2/11（日） 
■場所：ペブルビーチGL他（カリフォルニア州） 
■賞金総額： 740万ドル(優勝賞金：129.6万ドル） 
■17年優勝：ジョーダン・スピース（米国） 

ジェネシスオープン 

＜放送日時＞ ※1日目、2日目、3日目前半、最終日前半生中継 

 １日目     2/16（金）午前5：00～8：00（初回） / 午後8：00～11：00      

 ２日目  2/17（土）午前5：00～8：00（初回） / 午後1：00～4：00  / 午後8：00～11：00 

 ３日目前半  2/18（日）午前4：00～7：00（初回） / 午後0：00～3：00 / 午後7：00～10：00    

 ３日目後半  2/18（日）午後3：00～5：00（初回） / 午後10：15～深夜0：15 

 最終日前半  2/18（日）深夜3：00～翌午前6：00（初回） /  2/19（月）午後4：00～7：00     

 最終日後半  2/19（月）午後8：00～11：00 

1926年に始まった歴史ある大会。1999年からはリビエラCCに場所

を移し毎年開催されている。過去に日本企業がスポンサードしてい
たこともあり、日本のファンにも馴染み深い大会だ。昨年からタイガ
ーウッズファンデーションがホストとなり、冠スポンサーにカーブラン
ドのジェネシスが加わっている。 

昨年は、大会ホストプロとなったウッズの出場に注目が寄せられる
も、腰の故障を理由に欠場を表明。濃霧中断の影響により前週大
会と同じくサスペンデットとなった今大会を制したのはダスティン・ジ
ョンソン。この優勝によってダスティンは世界ランク１位に浮上した
！ 

【大会概要】 
■開催日:2/15(木）～2/18（日） 
■場所：リビエラCC（カリフォルニア州） 
■賞金総額： 720万ドル(優勝賞金：126万ドル） 
■17年優勝：ダスティン・ジョンソン（米国） 
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【PGA ツアー】 
 

ザ・ホンダクラシック 

＜放送日時＞ ※1日目、2日目、3日目前半、最終日前半生中継 

 １日目     2/23（金）午前5：00～8：00（初回） / 午後8：00～11：00      

 ２日目  2/24（土）午前5：00～8：00（初回） / 午後1：00～4：00 / 午後8：00～11：00  

 ３日目前半  2/24（土）深夜3：00～翌午前6：00（初回）/ 2/25（日）午前11：00～午後2：00/午後7：00～10：00    

 ３日目後半  2/25（日）午後2：00～4：00（初回） / 午後10：15～深夜0：15 

 最終日前半  2/25（日）深夜3：00～翌午前6：00（初回） /  2/26（月）午後4：00～7：00     

 最終日後半  2/26（月）午後8：00～11：00 

 

 
PGAツアーは、東海岸へ！ PGAナショナルは、ツアーの中でも
屈指の難コースとして有名。15番からの３ホールは、設計者ジ

ャック・ニクラウスにちなんで、通称「ベアー・トラップ」と呼ばれ
る。風、池、傾斜の強いグリーン等、多くのトラップがプレーヤー
を待ち受けており、過去に多くのドラマが生まれている。 

昨年大会は、単独首位で最終日を迎えたリッキー・ファウラー
が２位に４打差をつけて２シーズンぶりの優勝。優勝会見では
リッキーから盛大にシャンパンが振る舞われた。 

プレーヤーたちの度胸、ボールコントロールが試される「ベアー
トラップ」を攻略した選手が勝つ！ 

【大会概要】 
■開催日:2/22(木）～2/25（日） 
■場所：PGAナショナル（フロリダ州） 
■賞金総額： 660万ドル(優勝賞金：115.2万ドル） 
■17年優勝：リッキー・ファウラー（米国） 

ＰＧＡツアーハイライト 

【放送日】  
 ※放送する大会はゴルフネットワークホームページよりご確認下さい。 

【PGA ツアー関連番組】 
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ユーラシアカップ presented by DRB-HICOM 

＜放送日時＞  

 １日目     2/9（金）午後1：00～4：00         ２日目  2/10（土）午後1：00～4：00 

 最終日     2/11（日）午後1：00～4：00 

2年に1度開催されるアジア選抜vs欧州選抜による対抗戦である今大会は2014年から始まって今回で3回目を迎える。「
ライダーカップ」では米国選抜と覇を争う欧州選抜は言うまでも強豪揃いであり、アジア選抜は第1回こそ引き分けたが、
いまだ勝利はない。 

欧州選抜はヘンリク・ステンソンやマシュー・フィッツパトリック、トーマス・ピータースなどライダーカップ出場者を揃えてき
ており、アジア選抜は苦戦必至。日本勢では世界ランキング最上位選手として池田勇太、そして谷原秀人の2人がアジア
選抜の一員として出場。ともに東北福祉大出身であるだけに、2人のダブルスが欧州選抜の強豪を撃破するシーンを期待
したいところだ。 

【大会概要】 
■開催日:1/12(金）～14（日） 
■場所：グレンマリーゴルフ&カントリークラブ（マレーシア） 
■賞金総額：－ 

■前回優勝：欧州選抜 

【国別対抗戦】 
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【PGAツアーチャンピオンズ】 

ボカラトンチャンピオンシップ 

PGAツアーチャンピオンズのシーズン３戦目。前年まで続いて

いたスポンサーとの契約期間終了に伴い、現在は開催地ボカ
ラトンの名称が一時的に大会名として入っている。 

昨年大会は、「66」「66」「67」と3日間を通じて安定したプレー

を維持したスコット・マッキャロンが早くもシーズン１勝目を手に
した。首位争いが白熱する中、最終日の最終ホールでイーグ
ルを決めたマッキャロンが２位カルロス・フランコを１打差で振
り切り劇的な優勝となった。 

＜放送日時＞ 

  １日目  2/13（火） 午後7：30～9：30        ２日目 2/14（水） 午後7：30～9：00 

 最終日 2/15（木） 午後7：30～9：00 

 

  

【大会概要】 
■開催日：2/9(金）～2/11（日） 
■場所：ジ オールドコース at ブロークンサウンド（フロリダ州） 
■賞金総額：160万ドル（優勝賞金：26.25万ドル） 
■17年優勝:スコット・マッキャロン（米国） 

チャブクラシック 

1988年に始まった本大会は、一昨年から冠スポンサー
を新たに開催している。 

昨年は、過去にマスターズを制したフレッド・カプルスが
２位ミゲル・アンヘル・ヒメネスに３打差をつけて優勝。
2016年大会では惜しくも２位に終わり悔しい思いをして
いるカプルスだけに大きな１勝となった。 

ツインイーグルスGCは、ニクラウス親子設計の難コー
スだけに、最後まで油断はできない！ 

＜放送日時＞ 

 1日目     2/20（火）午後7：30～9：30     2日目  2/21（水）午後7：30～9：00  

 最終日     2/22（木）午後7：30～9：00    

  

【大会概要】 
■開催日：2/16(金）～2/18（日） 
■場所：ツインイーグルスGC（フロリダ州） 
■賞金総額：160万ドル（優勝賞金：24万ドル） 
■17年優勝：フレッド・カプルス（米国） 
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【国内ツアー 関連番組】 

＜放送日時＞ 

  2/24 （土） 午前8：00～8：30 

    

間近に迫った国内女子ツアー開幕戦を前に、2018年シーズンの見どころや注目選手を徹底紹介！ 

ゴルフネットワークが掲げる「国内応援宣言」のメインレポーターを番組の進行役に立て、「とことん1番ホール」の解

説陣や注目選手に突撃取材！これを見ないとシーズンは始まらない！これを見れば今シーズンの注目ポイントが
わかる！ 

「注目！これを見ないと始まらない」 
 ２０１８年国内女子ツアー開幕ＳＰ 

【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 #23（勝みなみvs新垣比菜）  2/7（水） 午後9：00～11：00  

プロによる１対１の真剣勝負をお届けする「ゴルフ真剣勝負 the 

MATCH」。2月は勝みなみと新垣比菜が対決。 

その名前が漫画「タッチ」のヒロイン浅倉南に由来する勝みなみ
は、中学3年まで体操教室に通っていたが、その目的は「セーラ
ームーンになりたかったから」。祖父の影響で6歳からゴルフを始

めると、小中学校時代から全国大会優勝などの実績を積み、
2014年「KKT杯バンテリンレディス」でアマチュア優勝の史上最
年少記録を樹立した。2017年プロテストで合格後は、初参戦の

ステップアップツアーで早々に優勝した勝にとっての目標とする
プロゴルファーは宮里藍。 

同様に、宮里藍に憧れて新垣比菜がゴルフを始めたのは8歳の

とき。ゴルフインストラクターである父親の指導を受け、ジュニア
時代から数々のタイトルを獲得。2011年「ダイキンオーキッドレデ
ィス」には小学6年生で出場するも、無念の結果に終わった。しか

し、その悔しさをバネに成長を遂げた新垣は、アマチュアながら
2015年のステップアップツアーで優勝、さらにレギュラーツアーで
も3試合連続TOP10に入る快挙を成し遂げ、勝みなみとともにア
マチュア旋風を巻き起こした。 165cmの身長から繰り出される飛
距離を武器に、勝と同じく2017年のプロテストを突破後、ステップ
アップツアーでは出場4試合すべてで優勝争いを演じた。 

プロ同期生であり、2018年シーズンの活躍に注目が集まるルー
キー2人の対決を制するのは果たして！？ 

ゴルフ真剣勝負 ｔｈｅ ＭＡＴＣＨ 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

～アメリカＰＧＡショー２０１８をサルベージ(１)～祝１周年！９０分拡大版でお届け！ 

 2/16 （金） 午後11：00～深夜0：30 

ギア猿 

ゴルフネットワークが独自の切り口でお届けするギア番組。 

“QPプロ”ことティーチングプロの関雅史プロとカリスマクラブフィッタ

ーである鹿又芳典さん、そして本業の漫才並みにゴルフに取り組む
2014年THE MANZAI優勝者「博多華丸・大吉」の華丸さんの3人が
毎月ゴルフギアのアレコレを面白おかしく、ときに真剣に取り上げる。 

祝「ギア猿」1周年として90分拡大版でお届けする今回は、世界最大
ゴルフギアの祭典アメリカPGAショーを徹底サルベージ。今年もQP、

鹿又の２人がオーランドからレポートする。残念ながら現地に行けな
い博多華丸が2人出した指令とは！？ 

ゴルフメーカー各社の最新クラブが凌ぎを削る円形巨大試打場は、
直径520ヤード・外周1.5キロの大きさを誇り、コロッセオさながら。
1000を超えるブースにずらりと陳列された最新ゴルフグッズの中で

昨年の「アイスブロックパター」を超える面白ギアは発見できるか？
会場に来ているトッププロや業界の有名人も多数取材。昨季賞金ラ
ンク91位の準レギュラーのババ・ワトソンは落ち込んでるはずなので

励ましに行こう！さらに、現地に多数来訪している日本メディアにも取
材。彼らが見たPGAショーの凄いところも紹介していく。 

はじめて！ゴルフ２ ～目指せ１２０切り～  

＜放送日時＞ 

 #6 2/9（金） 午後11：00～11：30      

 

トップアイドルAKB48の柏木由紀が、コースでプレーしても恥
ずかしくない「スコア120切り」を目指し、真面目にゴルフに取
り組むレッスン番組のシーズン2！ 

ゴルフを身近に感じ、基本から楽しく学ぼう！をコンセプトに、
ゴルフを始める為の準備からゴルフファッションまで、毎回様
々なテーマでお届けします。「120切り」を目指す挑戦者に学
生時代には陸上選手の経験もある運動センス抜群のAKB48

柏木由紀。応援隊長としてナレーションを担当するのは、
AKB48グループ総監督の横山由依。柏木のコーチをするの
はK’sアイランドゴルフアカデミー主宰・植村啓太。 



【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃３  2/6 （火） 午後9：30～10：00  

  ＃４  2/20 （火） 午後9：30～10：00 

     

2007年までゴルフネットワークで放送していた「スター・ゴルフマッチ」が10年の時を超えて復活。芸能界やスポーツ

界のゴルフ好き同士がペアを組んで真剣勝負を繰り広げるこの番組では、ティーショットからパッティングまで、普段、
テレビドラマやトーク番組では見ることのできない「生」の姿を余すところなくお届けします。 

スター☆ゴルフマッチⅡ 
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＜放送日時＞ 

 #14 2/14 （水） 午後10：00～11：00  

ゴルフとどのように向き合っていますか？ゴルフをどう楽しんでいますか？ 

「いろんなゴルフ場でプレーする方が好き」というゴルファーもいれば、「自分の行きつけのようなゴルフ場でプレーをする
方が好き」というゴルファーもいるはず。ゴルフ倶楽部に所属する≪メンバー≫と呼ばれるアマチュアゴルファーもそんな
気持ちを持っている人が多いのではないだろうか。 

番組では、毎回、１つのゴルフ場にスポットを当て、プロゴルファーを進行役として、その倶楽部のメンバー同士のマッチ
プレーを通じて、倶楽部ライフや、彼らのゴルフに対して真摯に向き合う「志し」を紹介していく。 

アマの志し 

ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ 

ゴルフは楽しく真剣に！毎月多彩なゲストを迎え、番組独
自のオリジナルルールで対戦する。 

２月は静岡県にあるグランフィールズCCが舞台。番組で
おなじみ藤田寛之プロと対決するのは、ゴルフ真剣勝負
theMATCHにも出演した中里光之介プロ。立会い人に中
里プロのコーチでもある安楽拓也プロを迎え、プロ同士
の戦いが繰り広げられる！ 

 ＜放送日時＞ 

  #３２３ 2/13（火） 午後10：00～10：30         #３２４  2/27 （火） 午後10：00～10：30 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃２１  2/14 （水） 午後11：30～深夜0：00      ＃２２  2/28 （水） 午後11：30～深夜0：00 

鈴木啓太のＱＴチャレンジ 

サッカーJリーグ「浦和レッドダイヤモンズ」で活躍し、日本代表に

も選出された元プロサッカー選手である鈴木啓太さんが真剣に
ゴルフに取り組みQT突破を目指すドキュメントバラエティ。 

2015年に現役を引退後にゴルフを始めたにもかかわらず、現在
のベストスコアを「82」。しかしながら、ここにきて独学での限界を

感じた鈴木さんはツアープロコーチの石井忍さんに師事。サッカ
ー選手として活躍した一流アスリートはゴルフでも一流となれる
のか。目標は男子ツアーのQT突破！ 

まつざきしげる＆江連忠 ＤＡＮＤＹ ＧＯＬＦ！ 

ゴルフをこよなく愛するシンガー松崎しげると美しいスイ
ングを追及するプロゴルファー江連忠。2人の伊達男が

毎回ゲストを招き、かっこいいゴルファーになるための情
報をお届けするこの番組。 

テーマは「かっこいい“ゴルフダンディ”」 になること。ラウ

ンドやレッスンだけに留まらず、美しいスイング、スマート
なゴルフマナーを追及する。ゴルファーとして、そして男と
してもかっこいいゴルファー、それがゴルフダンディ！ 

＜放送日時＞ 

  ＃１９  2/7 （水）   深夜0：00～0：30        ＃２０ 2/14 （水）  深夜0：00～0：30  

  ＃２１  2/21 （水）  深夜0：00～0：30         ＃２２  2/28 （水）  深夜0：00～0：30 

ゴル魂 

＜放送日時＞ 

  ＃８０  2/6 （火）  午後11：30～深夜0：00       ＃８１ 2/13 （火） 午後11：30～深夜0：00  

  ＃８２  2/20 （火） 午後11：30～深夜0：00      ＃８３ 2/27 （火） 午後11：30～深夜0：00 

プロとアマチュアがペアを組み、決勝大会の地グアムを目指す。 

ゴルフネットワークの実況でおなじみの田中雄介アナウンサーが“
支配人”としてMCを務める番組。 

３ホールのストロークプレーで勝負するこのペアマッチは、完全オ
ルタネートで行われるため、ティーショットを打つのも１人のみ。そ
れだけに、プロとしてはパートナーを勝利に導くべく、随所でアドバ
イスを授ける。それをうまく活かすことができるのか！？視聴者に
とってもテクニック向上のヒントが盛りだくさんのこの番組をお見逃
しなく！ 
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【オリジナル番組（レッスン番組）】 

プレ男レッスン ～阿河 徹メソッド～ 

＜放送日時＞ 

  ＃１  2/5（月） 午後11：00～11：15    ＃２ 2/12 （月・祝） 午後11：00～11：15   

  ＃３  2/19 （月） 午後11：00～11：15      ＃４ 2/26 （月） 午後11：00～11：15   

テクニックやスイングを教えるだけがレッスンではない！ 

今、あなたが持っている“能力”を最大限に引き出し、さらに開発して
いこうとする気持ち・姿勢こそが上達への近道。上達するには何が必
要か？言われたポイントばかりを気にして、それが何の為なのか理
解していないゴルファーは多い。「ここを、こうしなさい」と押し付けるレ
ッスン番組ではなく、各回、プレミアムな男（プレメン）が考えるメソッド
を単に「教わる」だけではなく、プロが唱える上達へのプロセスを「共
感」し、自らも「考え」・「発見」してもらうレッスン番組。 

今回はプロコーチの阿河徹（あがとおる）氏が登場。大学在学中にア
メリカに留学し、サンディエゴゴルフアカデミーやデーブ・ペルツショー
トゲームスクールで最新スイング理論を学んだ阿河氏。そこで身につ
けたノウハウを生かし、谷原秀人や藤本佳則、塩見好輝などのスイ
ング指導を行うほか、東北高校ゴルフ部のコーチも務めている。個人
レッスンの受講生は延べ2万人を超える日本有数のトップコーチであ
る阿河氏がアマチュアゴルファーの悩みを解決する処方箋となるメソ
ッドを紹介する。 

城島健司と金谷多一郎のモア★ゴル～one more step GOLF～ 

＜放送日時＞ 

 ＃５８  2/6（火） 午後10：00～10：30 

福岡ダイエーホークス（現：ソフトバンクホークス）～シ
アトル・マリナーズ～阪神タイガースで強肩・強打の捕
手として名を轟かせた城島健司氏がプロゴルファー金
谷多一郎氏の指導のもと、シングルプレーヤーを目
指す！各回、テーマに沿ったレッスンを金谷氏が視聴
者にもわかりやすく解説し、城島氏と視聴者の「もう一
歩」の技術向上を図る。「モア★ゴル」は、多方面から
ゴルフ脳を鍛えるサプリ満載の番組。 
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【オリジナル番組（レッスン番組）】 

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ 

＜放送日時＞ 

  ＃１１８  2/6（火）   午後10：30～11：00    ＃１１９ 2/13 （火） 午後10：30～11：00  

  ＃１２０  2/20（火） 午後10：30～11：00    ＃１２１ 2/27 （火） 午後10：30～11：00   

国内ツアーで躍進する韓国勢の中でも長年にわたって活躍を続
けているS・K・ホが番組ホストを務める「EASY GOLF」。番組で
は、さまざまなゲストを交えてのラウンド対決を行いつつ、“教授”
ことS・K・ホがワンポイントレッスンを随所でお届け。さらに、自宅
でできるゴルフエクササイズを紹介するなど、初心者から上級者
まで、タメになる情報が盛りだくさん。穏やかな雰囲気から予想で
きない教授の手厳しいコメントや、梅田アナの一生懸命な番組進
行ぶりなどには、思わず心が和まされる。 

初心者から上級者まで、年齢性別を問わず幅広い方に、牧野プロによるワンポイントレッスン、ホール戦略
のアドバイスなどを分かりやすく紹介する。楽しみながらゴルフを学べる番組。 

＜放送日時＞ 

  2/6（火）    午後11：00～11：30         2/13 （火）  午後11：00～11：30  

  2/20（火）  午後11：00～11：30          2/27 （火）  午後11：00～11：30 

牧野裕のＥｎｊｏｙ Ｇｏｌｆ 

あすゴル！ 

ツアープロコーチの内藤雄士氏が明日のゴルフに即役立つレ
ッスンを分かりやすく紹介していく15分のレッスン番組。毎週日
曜はこれを見て上達間違いなし！ついにシーズン12に突入で
す！ 

シーズン12では、お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造さん、フリ
ーアナウンサーの高沢奈苗さんが内藤コーチのレッスンに取り
組む。 

＜放送日時＞ 

＃３０６  2/4（日）   午後10：00～10：15      ＃３０７  2/11（日）   午後10：00～10：15  

＃３０８  2/18（日） 午後10：00～10：15     ＃３０９  2/25（日）   午後10：00～10：15 



13 

【オリジナル番組（ニュース番組・情報番組）】 

内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ3 

「シャフト」に対する新しい考え方を提案してきた「シャフトのトリセツ」も、ついに3シーズン目！ 
ツアープロコーチの内藤雄士氏と石井忍氏の2人がこれまでと同様に「シャフトの重要性」についてお届けしていく。 
クラブヘッドの進化に負けず・劣らず進化を続けているシャフト。しかし、それでも新しいクラブの購入を考えるときには
シャフトのことよりもヘッドのテクノロジーやデザインを優先している人は多いはず。 
番組では、様々なプロのスイングと、そのプロが使用するシャフトの関係性の解説や、シャフトに注ぎ込まれるテクノロ
ジーやそれらにまつわるエピソードを紹介していきながら、視聴者のシャフトの選びに役立つ情報をお伝えしていく。 

＜放送日時＞ 

 ＃９ 2/14 （水） 午後11：00～11：15    ＃１０ 2/28 （水） 午後11：00～11：15  

 

情報満載でお送りする情報番組。専門チャンネルならでは最新ゴルフ情報・おすすめギア情報などに加え、
リシャフト＆レッスンコーナーなどゴルフに関するあらゆる情報をお届け。 

＜放送日時＞ 

 FRONT9  2/7（水） 午後11：00～11：30     BACK9   2/21 （水） 午後11：00～11：30 

 

          

ゴルファーズ倶楽部 ２月号 

※本資料で使用している写真、チャンネルロゴのデータが必要な方は、下記担当者までご連絡ください。 
 

報道関係の方  

  ジュピターゴルフネットワーク株式会社 

  編成部／マーケティング企画部 PR担当 

  TEL： 03-5500-5102    

  FAX： 03-5500-3406 

一般の方       

 ゴルフネットワークカスタマーセンター   

  ＴＥＬ：0120-562-034 

   http://www.golfnetwork.co.jp 

 debut ! 

ゴルフメーカーが発売する注目の新作ギアを徹底紹介していくギア情報番組。 

今月は「オノフ」の新製品情報をお届けする！ 

＜放送日時＞ 

～進化したパワートレンチで飛ばす。赤のちから ＯＮＯＦＦドライバーＡＫＡ～   2/10（土) 午後7：00～7：30 

～新構造ツイントレンチで飛ばす。赤のちから ＯＮＯＦＦアイアンＡＫＡ～     2/17（土) 午前10：00～10：30 

http://www.golfnetwork.co.jp/
http://www.golfnetwork.co.jp/

