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ゴルフネットワーク 
２０１８年３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 

2018年1月29日 

今月の注目ラインアップ 

 
 
 
 
 

【3月は国内女子ツアー開幕特集！】 
 

①国内女子ツアーを開幕から4週連続放送！ 

 1）開幕戦：ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 
   ※ダイジェスト放送 

 2）第２戦：ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ 
   ※とことん1番ホール生中継 

 3）第３戦：Tポイントレディスゴルフトーナメント 
  ※ダイジェスト放送 

 4）第４戦：アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 
  ※とことん1番ホール生中継&ダイジェスト放送 

  ＜関連番組＞ 

  ・武井壮が進行役を務め、開幕間近の国内女子ツアーの見どころをお届け！ 

    「『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」  ※2月初回放送 

  ・女子ゴルフ界の黄金世代「2017年プロテスト合格組」対決！ 

    「ゴルフ真剣勝負 the MATCH（川崎志穂vs立浦葉由乃）」 
  ・今年も前週のトーナメントを“ぎゅっと”振り返っていきます！ 

    「ぎゅっと週刊国内ツアー」        （P.2～5） 
 

②3月のPGAツアーはビッグトーナメントが3大会めじろ押し！ 

 「WGC-メキシコチャンピオンシップ」 
 「アーノルド・パーマー インビテーショナル presented by マスターカード」  
  ※全ラウンド生中継 

 「WGC-デルテクノロジーズマッチプレー」 
  ＜関連番組＞ 

  ・トーナメント中継だけでは収まらないPGAツアーの魅力をお届けする新番組がスタート！ 

    「みんなのPGAツアー」       （P.6～8） 
 

③ジャパンゴルフフェアの熱気を生中継でお届け！ 

  「とことんゴルフフェア生中継2018＠パシフィコ横浜」       （P.12） 
 

④ゴルフギアオタクの劇団ひとりがゲストに登場！PGAショーのお土産をどどーんとプレゼント 

  「ギア猿～アメリカPGAショー2018をサルベージ(2)～」      （P.12） 



2 

【国内女子ツアー】 

ヨコハマタイヤゴルフトーナメント  
                 ＰＲＧＲレディスカップ 

2008年に開幕、2009年から国内女子ツアー第２戦として高知で

開催されている。開催コースは太平洋を望む土佐カントリークラ
ブ。シーサイドコース特有の強風が吹くことも多く、ショットの精度
や風の読みなど、総合力が問われる戦略性の高いコースだ。 

10回目の節目を迎えた昨年大会。６年連続となったプレーオフを
制したのは、2013年にもこの大会を制した全美貞。藤崎莉歩プ

ロとのプレーオフでは１ホール目にバーディパットを沈め、勝利を
手中に収めた。 

ゴルフネットワークでは、国内女子 第２戦目を「とことん１番ホー
ル」で生中継！１番ホールは330ヤード パー４のストレートなホー
ル。グリーン奥は特に傾斜が強いためセカンドショットは慎重に
運びたい。 

【大会概要】 
■開催日：3/9(金）～3/11（日） 
■コース：土佐カントリークラブ（高知県） 
■賞金総額:8000万円（優勝賞金：1440万円） 
■17年優勝：全 美貞 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 
 ２日目   3/10（土）  午前7：00～10：30     最終日   3/11（日）  午前7：30～10：15 

 

ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 

国内女子ツアー開幕戦。1988年、ツアー制施行と共に第１回大会

が開催された長い歴史を持つ大会。戦いの舞台となる琉球ゴルフ
倶楽部は、沖縄本島南部に位置し、県内でも屈指の名門コースと
して知られる。 

第30回の記念大会となった昨年、６年ぶりに地元沖縄の宮里藍が

出場したことで大勢のギャラリーが会場を訪れ、大きな盛り上がり
を見せた。 

今シーズンを占う意味でも非常に重要となる開幕戦。スタートダッ
シュを決めるのはどの選手か、熱い戦いに期待だ！ 

【大会概要】 
■開催日：3/1(木）～3/4（日） 
■コース：琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) 

■賞金総額:1億2000万円（優勝賞金：2160万円） 
■17年優勝：アン ソンジュ 

＜放送日時＞ 

 ２日目   3/2（金）  深夜0：00～1：00        ３日目   3/3（土）  午後11：00～深夜0：00 

 最終日   3/4（日）  午後10：15～11：45 
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【国内女子ツアー】 

アクサレディスゴルフトーナメント in ＭＩＹＡＺＡＫＩ  

2013年に開幕した本大会は、毎年宮崎のUMKカントリークラブを

舞台に開催される。戦略性に富んだコースレイアウトやスリリング
なグリーンが特徴の丘陵コースが選手たちを待ち受ける。 

昨年大会では、最終日７位タイからスタートした若林舞衣子が２ホ
ール目でホールインワンを決めると、そのまま勢いに乗り５バーデ
ィ、１ボギーの通算９アンダーで逆転優勝！５年ぶりの勝利に笑顔
を見せた。 

ゴルフネットワークでは、宮崎開催の本大会を「とことん１番ホール
」で生中継！１番ホールは520ヤード パー５のストレートなロング

ホール。２打目付近のフェアウェイ右手には縦長のサイドバンカー
が待ち構えているため、左側が狙い目となる。 

【大会概要】 
■開催日：3/23(金）～3/25（日） 
■コース：UMKカントリークラブ（宮崎県） 
■賞金総額:8000万円（優勝賞金：1440万円） 
■17年優勝：若林 舞衣子 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 
 １日目   3/23（金）  午前8：00～11：30       ２日目   3/24（土）  午前8：00～11：30 

 最終日   3/25（日）  午前8：00～11：00 

≪ダイジェスト放送≫ 

 １日目  3/24（土） 午前7：00～8：00       ２日目 3/25（日） 午前6：30～8：00 

 最終日 3/26（月） 午後11：30～深夜0：45  

 

Tポイントレディス ゴルフトーナメント 

 

2010年からスタートした本大会は、今年大阪に闘いの舞台を移す

。戦いの舞台となるのは茨木国際ゴルフ倶楽部。自然の起伏を残
し、戦略性を高めた丘陵コースだ。 

昨年大会は、初日７アンダーで単独首位に立った菊地絵理香が最
終日まで首位を譲らず、２位に５打差をつけて完全優勝を達成。最
後まで隙のない内容でツアー通算３勝目を手にした。 

難易度の高いグリーンが待ち受ける新開催コースで大会を制する
のは誰だ！？ 

【大会概要】 
■開催日：3/16(金）～3/18（日） 
■コース：茨木国際ゴルフ倶楽部（大阪府） 
■賞金総額:7000万円（優勝賞金：1260万円） 
■17年優勝：菊地絵理香 

＜放送日時＞ 

 １日目   3/16（金） 午後10：00～深夜0：30     ２日目   3/17（土）  午後10：00～深夜1：00  

 最終日   3/18（日） 午後10：15～11：45 
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【国内ツアー 関連番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃４３  3/5 （月）  午後11：00～11：15        ＃４４  3/12 （月） 午後11：00～11：15  

  ＃４５  3/19 （月） 午後11：00～11：15          ＃４６  3/26 （月） 午後11：00～11：15   

前週に開催された国内ツアーの注目大会を振り返る15分番組。 

日曜日にテレビ中継を見逃してしまった方も、もう一度見たい方もこの番組でキャッチアップ！ 

ぎゅっと週刊国内ツアー 

＜放送日時＞ 

  初回放送 3/25（日） 午後6：00～7：00    

 

 

間近に迫る国内女子ツアー開幕戦を前に今季の見所、注目
選手を一挙紹介！若手からベテラン、圧倒的強さを誇る韓国
勢まで今シーズンの注目選手、更には期待の新人選手も紹
介します。 

番組の中心は、ゴルフネットワークの国内ゴルフ中継で掲げ
る「国内応援宣言」のメインレポーターに就任した武井壮を進
行役に「とことん１番ホール」の解説陣との対談。プロとなって
初めて迎えるシーズンを前に期待の新人プロの合宿にも密着
取材。 

これを見ないと始まらない。そしてこれを見れば今シーズンの
ポイントがわかる！２０１８年全３８戦を前にした開幕ＳＰをぜ
ひチェックしてください！   

 

「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 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 #24（川崎志穂vs立浦葉由乃）  3/7（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」。3月は2017年プロテストに合格した黄金世代対決第2

段！川崎志穂と立浦葉由乃が対決。 

ゴルフに夢中の父の影響を受け、物心ついた時からクラブが傍ら
にあった川崎志穂。本格的にゴルフを始めたのは７歳のとき。 生

まれも育ちも千葉県富津市の彼女は拓殖大学紅陵高等学校に進
学し、高校２年生ながら主力メンバーとして「全国高校選手権関東
大会 女子団体」で優勝に貢献。高校３年生の時にはプロになる決
意を固めた。翌年2015年からプロテスト挑戦を続け３回目にして
12位タイで見事合格。モデル並みの体型の美人ゴルファーだが、
ドライバー飛距離はなんと275ヤードと男子プロ並みだ。 

同様にゴルフ好きな父がきっかけとなり５歳からクラブを握った立
浦葉由乃。小中学校時代は陸上の短距離に打ち込んでおり、ゴル
フに熱を入れ始めたのは高校から。福井工大付属高２年で「全日
本ヒルズ国際ジュニア選手権」に出場して、優勝。高校３年生にな
り、世界中からゴルファーの卵が集まるオーストラリア・ヒルズイン
ターナショナルカレッジへ留学し腕を磨いた。昨年３回目の緒戦と
なったプロテストでは、勝みなみなど黄金世代の中、堂々の１位合
格。新人戦「加賀電子カップ」でも５位と存在感を発揮。座右の銘
は「努力」、得意番手はアイアン。目標とするプロゴルファーは、イ
ボミだ。 

共に３度目の挑戦でプロへのチケットを掴んだ２人。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 



6 

【PGA ツアー】 
 

WGC –メキシコチャンピオンシップ 

＜放送日時＞ ※1日目～最終日 前半生中継 

 1日目前半  3/2（金）午前4：00～7：00（初回） / 午後6：00～9：00   

 1日目後半  3/2（金）午後0：00～2：00（初回）  / 午後9：00～11：00   

 2日目前半  3/3（土）午前4：00～7：00（初回） / 午後6：00～9：00   

 2日目後半  3/3（土）午後0：00～2：00（初回）   / 午後9：00～11：00  

 3日目前半  3/3（土）深夜2：00～翌午前6：00（初回） / 3/4（日）午後4：00～8：00  

 3日目後半  3/4（日）午後0：00～2：00（初回） / 午後8：00～10：00   

 最終日前半  3/4（日）深夜2：00～翌午前6：00（初回） /  3/5（月）午後3：00～7：00  

 最終日後半  3/5（月）午後7：30～10：30 

長年マイアミで開催されていた今大会は昨年からメキシコに場所を
移し開催される。開催コースとなるのは、1928年開場の名門、クラ
ブ デ ゴルフ チャプルテペックだ。 

昨年大会では、松山英樹、池田勇太、谷原秀人の３名が日本人選
手として出場。松山のWGC連覇に注目が集まるも、日本勢最上位
の25位タイでフィニッシュ。優勝したのは前回出場したジェネシスオ
ープンを制したダスティン・ジョンソン。世界ランク1位のダスティンが

最終日に見事逆転劇を演じ、出場大会２連覇を達成。参戦する日
本勢、そして今シーズン、既に１勝しているダスティンに注目だ！ 

【大会概要】 
■開催日:3/1(木）～3/4（日） 
■場所：クラブ デ ゴルフ チャプルテペック（メキシコ） 
■賞金総額： 1000万ドル(優勝賞金：166万ドル） 
■17年優勝：ダスティン・ジョンソン（米国） 

バルスパーチャンピオンシップ 

＜放送日時＞ ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

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

 2日目  3/10（土）午前4：00～7：00（初回） / 午後8：00～11：00  

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

 3日目後半  3/11（日）午前11：15～午後1：15（初回） / 午後10：15～深夜0：15 

 最終日前半  3/11（日）深夜2：00～翌午前5：00（初回） /  3/12（月） 午後4：00～7：00 

 最終日後半  3/12（月）午後8：00～11：00 

2000年からフロリダで開催される本大会。開催コースは、「スネー

クピット（蛇の穴）」と呼ばれるツアー屈指の難しさを誇る上がり３ホ
ールを有するイニスブルック リゾート カッパーヘッドコースだ。 

昨年大会、日本からは石川遼が唯一出場。前回のザ・ホンダクラ
シックに続き予選を通過し決勝に駒を進めるも順位を伸ばせず苦
戦を強いられた。大会を制したのは、カナダ人選手のアダム・ハド
ウィン。単独首位で決勝に進んだハドウィンは最終日 最終ホール
でパトリック・カントリーに並ばれるもパーセーブで首位を奪還。カ
ナダ人選手として14人目となるPGAツアー優勝者となった。 
昨年優勝争いをしたハドウィン、カントリーは共に今季の大会でトッ
プ５入りする活躍をしているだけに今年も活躍が期待される！ 

【大会概要】 
■開催日：3/8(木）～3/11（日） 
■場所：イニスブルック リゾート カッパーヘッドコース（フロリダ州） 

■賞金総額：650万ドル（優勝賞金：113.4万ドル） 
■17年優勝：アダム・ハドウィン（カナダ） 
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【PGA ツアー】 
 

アーノルド・パーマー インビテーショナル  
               ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ マスターカード 

＜放送日時＞  ※全ラウンド 生中継 

 1日目     3/15（木）深夜3：00～翌午前7：00（初回） /  3/16（金）午後6：00～9：00   

 2日目  3/16（金）深夜3：00～翌午前7：00（初回） /  3/17（土）午後7：00～10：00 

 3日目     3/17（土）深夜1：30～翌午前7：00（初回） /  

           3/18（日）午後1：30～4：30 / 午後7：00～10：00    

 最終日     3/18（日）深夜1：30～翌午前7：00（初回） /  3/19（月） 午後8：00～11：00  

 （※最大延長 [最終日]午前9：30まで） 

「キング」アーノルド・パーマーのお膝元、ベイヒルクラブ＆ロッ
ジで開催される招待試合。過去10回の優勝者を見ると４回もタ
イガー・ウッズが優勝しているタイガーと相性抜群の本大会。 

昨年大会は、パーマー没後、初めての開催となり会場は追悼
ムードに包まれた。３年連続出場となる松山英樹も左襟に“傘
マーク（パーマーブランドのロゴ）”を縫い込んだシャツでプレー
した。 

今シーズン、完全復活が切望されるタイガー・ウッズ。復帰後、
彼が初優勝を飾るのは本大会かもしれない！！ 

【大会概要】 
■開催日:3/15(木）～3/18（日） 
■場所：ベイ ヒル クラブ アンド ロッジ（フロリダ州） 
■賞金総額： 890万ドル(優勝賞金：156.6万ドル） 
■17年優勝：マーク・リーシュマン（豪州） 

WGC –デルテクノロジーズ マッチプレー 

＜放送日時＞ ※1日目～最終日 前半生中継 

 1日目前半  3/21（水・祝）深夜3：00～翌午前7：00（初回） /  3/22（木）午後4：30～8：30  

 1日目後半  3/22（木）午後0：00～2：00（初回）  /  午後8：30～10：30  

 2日目前半  3/22（木）深夜3：00～翌午前7：00（初回） /  3/23（金）午後7：45～11：45 

 2日目後半  3/23（金）午前11：30～午後1：30（初回）  /  3/23（金）午後11：45～深夜1：45  

 3日目前半  3/23（金）深夜3：00～翌午前7：00 

 3日目後半  3/24（土）午後4：00～6：00   

 4日目前半  3/24（土）午後11：00～翌午前5：00 

 4日目後半  3/25（日）午前11：00～午後1：00（初回）  / 午後8：00～10：00  

 最終日前半  3/25（日）午後11：00～翌午前6：00（初回） /  3/26（月）午後0：00～7：00 

 最終日後半  3/26（月）午後8：00～11：00  

世界ランク上位64名によるツアースケジュール唯一のマッチプレー

競技だ。５日間に渡り開催される今大会は、３年前からグループ予
選３日間を設ける新フォーマットに変更。 

新フォーマットを優位に勝ち進み、昨年優勝を手にしたのは１つ前
のWGCを制したダスティン・ジョンソン。準決勝では、初日にジョー

ダン・スピースを破り快進撃を続けた谷原秀人に１アップで競り勝ち
、タイガー・ウッズ以来となるWGC連勝を成し遂げた。マッチプレー
ならではのトッププレーヤー同士の攻防をお見逃しなく！ 

【大会概要】 
■開催日：3/21(水）～3/25（日） 
■場所：オースティンCC（テキサス州） 
■賞金総額：1000万ドル（優勝賞金：166万ドル） 
■17年優勝：ダスティン・ジョンソン（米国） 
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【PGA ツアー】 
 

コラレス プンタカナリゾート&クラブチャンピオンシップ 
＜放送日時＞   
 １日目  3/27（火）午後6：30～9：30    ２日目  3/28（水）午後6：30～9：30 

 ３日目  3/29（木）午後6：30～9：30   最終日  3/30（金）午後6：30～9：00 

ドミニカで今年から開催される新規大会。「WGC-デルテクノロジーズマッチプレー」と同週開催される。開催コースのコー
ラルズGCは、東京五輪が開催される霞ヶ関ＣＣ東コースの改造を手掛けた巨匠トム・ファジオによって設計され、2010年
にオープン。 

世界ランク上位64名がWGCで不在の中、新たにツアーに加わったルーキーたちがパワフルなプレーで観客を魅了する
！ 

新トーナメントで記念すべき初代優勝者となるのは誰だ！？ 

【大会概要】 
■開催日:3/22(木）～3/25（日） 
■場所：コーラルズGC（ドミニカ） 
■賞金総額： 300万ドル(優勝賞金：54万ドル） 

ヒューストンオープン 

＜放送日時＞  ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 １日目     3/30（金）午前5：00～8：00（初回） / 午後10：00～深夜1：00 

 ２日目  3/31（土）午前5：00～8：00（初回） /  午後8：00～11：00 

 ３日目前半  3/31（土）深夜3：00～翌午前5：00（初回）  

 

３日目後半・最終日  ４月放送予定  

   

  
メジャー初戦「マスターズ」を翌週に控え、欧州勢も多く参戦。テキサ
スが熱く燃える１週間だ！グリーン周りの芝は刈り込まれ、開催コー
スはオーガスタ仕様に準備される。 

昨年、マスターズ出場を掛けた最後の大会を制したのは名門ジョー
ジア大学出身のラッセル・ヘンリー。最終日には10バーディの猛チャ
ージで「65」を叩き出し、４打差をひっくり返し逆転優勝。オーガスタ
への道が開かれた。 

マスターズチケット争奪最終戦という位置付けだけでなく、マスター
ズ出場を決めている選手たちにとっては、メジャー初戦での活躍を
占う、重要な大会だ！ 

【大会概要】 
■開催日:3/29(木）～4/1（日） 
■場所：ゴルフクラブ オブ ヒューストン（テキサス州） 
■賞金総額： 700万ドル(優勝賞金：126万ドル） 
■17年優勝：ラッセル・ヘンリー（米国） 
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みんなのＰＧＡツアー 

【放送日】  
  3月号  3/4 （日）  午後2：00～2：30   

【PGA ツアー関連番組】 
 

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。 

「もっとみんなにPGAツアーを楽しんでもらいたい！」 
そんな想いを込めて、トーナメント中継の中だけでは収まらないPGAツアーの魅力をたっぷりとお伝えする番
組がスタート。 

第1回目となる今回は、1～2月で活躍した注目選手や目の覚めるようなスーパープレーをご紹介。さらには
翌月に開催されるPGAツアーの見どころやPGAツアー現地取材の舞台裏などもお届けしていきます。 

この番組を見て、みんなでPGAツアーを楽しんでいきましょう！ 

【PGAツアーチャンピオンズ】 

コロガードクラシック 

今年で４年目となる大会。前身は2006年まで開催されたPGA

ツアー「ツーソンオープン」。市民から愛された大会がチャンピ
オンズツアーとして３年前に復活した。 

昨年大会を制したのは、かつて世界ランキング１位にいたこと
もあり、メジャー大会優勝の実績を持つトム・レーマン。３日間
を通して「66」「67」「66」と安定したプレーを続けたレーマンが
通算20アンダーで優勝。2009年から参戦しているPGAツアー
チャンピオンズで節目となる通算10勝目を挙げた。 

今年も多くのシニアルーキーが出場する今大会。開催コース「 
オムニツーソンナショナル」を熱狂させるのは誰だ！？ 

＜放送日時＞ 

  １日目  3/6（火） 午後7：00～8：30        ２日目 3/7（水） 午後7：00～9：00 

 最終日 3/8（木） 午後7：00～9：00 

 

  

【大会概要】 
■開催日：3/2(金）～3/4（日） 
■場所：オムニツーソンナショナル（アリゾナ州） 
■賞金総額：170万ドル（優勝賞金：25.5万ドル） 
■17年優勝：トム・レーマン（米国） 



10 

【PGAツアーチャンピオンズ】 

東芝クラシック 

1995年に東芝シニア・クラシックとしてスタート、チャンピオン

ズツアーで最も深い歴史を持つ大会だ！開催コース「ニュー
ポートビーチCC」は1953年から続く、長い歴史を有する伝
統的なコースだ。 

2017年は開催スケジュールの変更のため、大会開催が見
送られた。前回2016年大会では、当時62歳のジェイ・ハー

スがバート・ブライアントとのプレーオフで制して、優勝。
PGAツアーチャンピオンズ史上２番目の年長記録でツアー
通算18勝目を獲得。 

17か月ぶりの開催となる本大会、誰が制するか注目だ！ 

＜放送日時＞ 

 1日目     3/13（火）午後7：00～8：30     2日目  3/14（水）午後7：00～9：00  

 最終日     3/15（木）午後7：00～9：00    

  

【大会概要】 
■開催日：3/9(金）～3/11（日） 
■場所：ニューポートビーチCC（カリフォルニア） 
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：27万ドル） 
■17年優勝：ジェイ・ハース（米国） 

ラピスキャンシステムズ クラシック 

今年で９年目の開催。ミシシッピー州にあるカジノリゾートに隣接
したフォールンオークは、「ベストカジノコース」とも呼び声の高い
、アメリカの新設コースを代表するコースだ。 

昨年大会は、ディフェンディングチャンピオンとして参戦したミゲ
ル・アンヘル・ヒメネスが通算13アンダーで並んだジーン・サワ
ーズをプレーオフを下し、大会連覇を達成。2014年のツアー参
戦以来、毎年勝利を収めている。 

今年、ヒメネスは大会３連覇を果たせるのか！？ 

＜放送日時＞ 

  １日目  3/28（水） 午後5：00～6：30        ２日目 3/29（木） 午後5：00～6：30 

 最終日 3/30（金） 午後5：00～6：30 

 

  

【大会概要】 
■開催日：3/23(金）～3/25（日） 

■場所：フォールンオーク(ミシシッピ州) 
■賞金総額：160万ドル（優勝賞金：24万ドル） 
■17年優勝：ミゲル・アンヘル・ヒメネス（スペイン） 
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【アマチュア競技】 

アジアパシフィック 女子アマチュアゴルフ選手権 

今年、第1回目の開催を迎えるアジア太平洋地域の最強女子アマ決定戦である今大会。1月の国内男子ツアー「
SMBCシンガポールオープン」が開催された「セントーサゴルフクラブ」を舞台にして行われる。日本からは西村優菜
、稲見萌寧、吉田優利、佐渡山理莉、古江彩佳、安田祐香の6人が出場を予定。優勝者には翌週に開催されるアメ
リカ女子ツアーの「HSBC女子チャンピオンズ」に加え、4月の「ANAインスピレーション」、8月の「全英リコー女子オ
ープン」への出場権が与えられる。 

男子の「アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権」では、2010年に同大会を制した松山英樹が優勝資格で出場し
た「マスターズ」でローアマに輝き、世界に羽ばたくきっかけとなった。 

今大会でも、日本勢が松山と同様に世界への足掛かりを作る活躍を見せられるか注目したい。さらに、2019年・
2020年大会は茨城県の「ザ・ロイヤルゴルフクラブ」で開催されることが既に決まっているだけに、前年優勝者とし
て凱旋する姿を期待したいところだ。 

＜放送日時＞ 

  １日目  3/2（金） 午前10：00～10：30        ２日目 3/2（金） 午前10：30～11：00 

  ３日目 3/3（土） 午前10：00～午後0：00    最終日 3/4（日） 午前8：00～10：00 

 

  

【大会概要】 
■開催日：2/21(木）～2/24（日） 

■場所：セントーサゴルフクラブ（シンガポール） 
■17年優勝：（新規開催） 

【国内男子ツアー】 

SMBCシンガポールオープン 

国内男子ツアーのシーズン開幕戦。史上最年少で新選手会長となった石川遼が本格的に国内ツアー復帰で注目を集
めた。そんな石川のほか、2017年賞金王に輝いた宮里優作、賞金ランク２位の小平智、池田勇太など日本のトッププ
ロも出場。海外勢では、2017年「マスターズ」を制した“神の子”セルヒオ・ガルシアや海外メジャー王者のルイ・ウースト
ヘイゼンも参戦。世界の強豪たちに挑む日本勢の姿をお届けする。 

【大会概要】 
■開催日：1/18(木）～1/21（日） 
■コース：セントーサゴルフクラブ（シンガポール） 
■賞金総額:1億1175万円（優勝賞金：2011.5万円） 
■17年優勝：プラヤド・マークセン（タイ） 

＜放送日時＞ 

 ３日目   3/18（日） 午前7：00～9：30     最終日   3/18（日） 午前9：30～午後0：30 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 3/24（土） 午後0：00～4：00  

今年も3月23日(金)から3日間にわたって開催される「ジャパンゴルフフェア」。昨年も5万人以上が集まったこのイベント

は、国内・海外のゴルフ関連企業によるアジア最大のゴルフ総合コンベンションとして、国内外のメーカーがブースを構
え、最新ギアの展示はもちろん、様々なゴルフクッズが並ぶ。シーズンオフのプロゴルファーや雑誌で人気のレッスンプ
ロなども多数来場し、トークショーなどで盛り上げる。 

そんなジャパンゴルフフェアを今年は生中継で届け！一般参加の方が最も多く来場する土曜日のお昼から4時間にわた
って現地から生中継。会場であるパシフィコ横浜まで来られない全国のゴルフファンに会場の熱気をお伝えしていく。 

番組では、格闘技や野球に加えて、実はゴルフも大好きな関根勤さんが会場内のたくさんブースを回ります。ゴルフネッ
トワークでおなじみのギアマイスターたちも多数登場予定。「ギア猿」のQPさん・鹿又さんを始め、「シャフトのトリセツ」の
内藤雄士さん・石井忍さんや「モア★ゴル」の金谷多一郎さんまで番組に乱入してくるかも！？ 

とことんゴルフフェア生中継２０１８＠パシフィコ横浜 

＜放送日時＞ 

～アメリカＰＧＡショー２０１８をサルベージ(２)～劇団ひとり参戦！おもしろギアを大検証！ 

 3/2 （金） 午後11：00～深夜0：00 

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。 

今回は2月に引き続き、世界最大のゴルフ見本市「PGAショー」をサ
ルベージ！QPさん・鹿又さんが現地で入手してきたおもしろギアの
数々をスタジオで試していく。ゴルフギアオタクの劇団ひとりさんをゲ
ストに迎えて徹底的に楽しみます！さらに、PGAショーのお土産を視
聴者の皆さまにどどーんとプレゼント！ぜひお見逃しなく！ 

杉ちゃんが行く！ ３月号 

“杉ちゃん”こと、ツアープロキャディ杉澤伸章氏がＭＣを務める「杉
ちゃんが行く！」。これまで多くのプロの素顔や本音を引き出してき
た杉ちゃんが、突撃取材を敢行し、普段のゴルフ中継では見ること
のできない魅力をお届けする。今回のターゲットは果たして・・・？ 

＜放送日時＞ 

   3/20（火） 午後10：00～10：30      



【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃５  3/6 （火） 午後9：30～10：00  

  ＃６  3/20 （火） 午後9：30～10：00 

     

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「スター☆ゴルフマッチ」。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。今回は、千葉県の東京国際空港ゴルフ倶楽部を舞台に、馬場ゆかりプロ、馬場由美子プロ、そ
してタレントの佐藤弘道さんをゲストに迎える。 

スター☆ゴルフマッチⅡ 
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＜放送日時＞ 

 #15 3/14 （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。 

今回は、埼玉県にある「石坂ゴルフ倶楽部」を舞台にお届けする。 

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。 

３月は静岡県にある葛城ゴルフ倶楽部が舞台。1ホール毎にスコアの悪い選手が脱落していくゲーム方式にて
芹澤信雄プロ、藤田寛之プロ、宮本勝昌プロらTEAM SERIZAWAでおなじみの出演プロ９名によるバトルロイ
ヤルが繰り広げられる！今年のTEAM SERIZAWA No.1は誰だ！？ 

 

 ＜放送日時＞ 

  #３２５ 3/13（火） 午後10：00～10：30         #３２６  3/27 （火） 午後10：00～10：30 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃２３  3/7 （水） 午後11：30～深夜0：00      ＃２４  3/21 （水・祝） 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！ 

今回はモデルの藤田美里さんをゲストに迎えてお届けする。 

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＞ 

  ＃２３  3/7 （水）   深夜0：00～0：30         ＃２４ 3/14 （水）  深夜0：00～0：30  

  ＃２５  3/21 （水・祝）  深夜0：00～0：30        ＃２６  3/28 （水）  深夜0：00～0：30 

ゴル魂 

＜放送日時＞ 

  ＃８４  3/6 （火）  午後11：30～深夜0：00       ＃８５ 3/13 （火） 午後11：30～深夜0：00  

  ＃８６  3/20 （火） 午後11：30～深夜0：00      ＃８７ 3/27 （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 ～ＪＵＮ羽生メソッド～ 

                 アプローチを極めて１００を切る！ 

＜放送日時＞ 

  ＃１  3/5（月） 午後11：15～11：30    ＃２ 3/12 （月） 午後11：15～11：30   

  ＃３  3/19 （月） 午後11：15～11：30     ＃４ 3/26 （月） 午後11：15～11：30   

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「ミスター29」の異名を持つJUN羽生氏が登場。片山晋
呉らを輩出した水城高校ゴルフ部から名門日本大学ゴルフ部
へのエリートコースを歩み、ハーフラウンドのベストスコア「29」と
いう記録を持つ羽生氏。2016年に開校したアプローチ専用ゴル
フスクールを主宰する羽生氏がアプローチに特化した100切りメ
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＞ 

 ＃５９  3/6（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＞ 

  ＃１２２  3/6（火）   午後10：30～11：00    ＃１２３ 3/13 （火） 午後10：30～11：00  

  ＃１２４  3/20（火） 午後10：30～11：00    ＃１２５ 3/27 （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。 

今回は、山下和宏プロ、日高裕貴プロをゲストに迎えてお届けす
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＞ 

  3/6（火）    午後11：00～11：30         3/13 （火）  午後11：00～11：30  

  3/20（火）  午後11：00～11：30          3/27 （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＞ 

＃３１０  3/4（日）   午後10：00～10：15      ＃３１１  3/11（日）   午後10：00～10：15  

＃３１２  3/18（日） 午後10：00～10：15     ＃３１３  3/25（日）   午後10：00～10：15 
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【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＞ 

 ＃１１ 3/14 （水） 午後11：00～11：15    ＃１２ 3/28 （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  3/7（水） 午後11：00～11：30     BACK9   3/21 （水・祝） 午後11：00～11：30 

 

          

ゴルファーズ倶楽部 ３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「フォーティーン」「ゴルフパートナー」の新製品情
報をお届けする！ 

＜放送日時＞ 

フォーティーン新ウェッジＦＨフォージド          3/8（木) 午後9：00～9：30 

～クラブがスイングを創る EURUS 5GO SERIES～ 3/15（木) 午後9：00～9：30 

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

