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ゴルフネットワーク 
２０１８年４月見どころ  
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ジュピターゴルフネットワーク株式会社 

2018年2月27日 

今月の注目ラインアップ 

 
 
 
 
 

【4月は国内男子ツアー開幕特集！】 
 

①国内男子ツアーを国内開幕から3週連続「とことん1番ホール生中継」！ 

 1）国内開幕戦：東建ホームメイトカップ 

 2）第 ２ 戦 ：パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 

 3）第 ３ 戦 ：中日クラウンズ 
  ＜関連番組＞ 

  ・武井壮が進行役を務め、開幕間近の国内男子ツアーの見どころをお届け！ 

    「武井壮の国内応援宣言！人気復活！？男子ツアー緊急サミット」 
  ・前年優勝者久保谷健一に密着！ 

    「２０１８パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ開幕直前スペシャル」 
  ・今年も「中日クラウンズ」は関連番組盛りだくさん！ 

    海外中継での好評企画をついに国内中継で初の実施 

      「とことん練習ラウンド生中継 中日クラウンズ」  
    大会の歴史を振り返るとともに、今年の展望を占う 

      「クラウンズへの招待」 
    石川遼の「奇跡の58」から宮里優作の劇的ウィニングパットまで 

      「中日クラウンズ過去大会一挙放送」 
                   （P.2～5） 
 

②4月は新番組も盛りだくさん！ 
 1）“神スイング”でおなじみの稲村亜美がMCを務める情報番組 

     「稲村亜美のゴルフ情報番組『ゴルフスイッチ！』」 
 2）ツアープロコーチ内藤雄士が部員の目標達成のため全力指導！ 

     「あすゴル！ゴルフ部」 
 3）女優の橋本マナミが「各界のリーダーたちの共通点」を模索する 

     「橋本マナミのLeader's GOLF」 
                   （P.12） 
 

③4月は日米メジャーチャンピオン対決 

 「ゴルフ真剣勝負 the MATCH（井戸木鴻樹vs平石武則）」 （P.13） 
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【国内男子ツアー】 

東建ホームメイトカップ 

JGTO国内開幕戦は今年も東建多度カントリー倶楽部・名古
屋コースから始まる！今年、26回目の開催となる本大会。 

昨年、ツアー開幕戦を制したのは中国の梁 津萬。最終日の
バックナインに４バーディを奪いトータル16アンダーでホール
アウト。２年ぶり通算２勝目を手にした。 

ゴルフネットワークでは、注目の国内開幕戦を「とことん１番ホ
ール」で生中継！全選手のシーズン１打目をお届けする！１
番ホールは距離のあるパー４、その攻め方に注目だ！ 

【大会概要】 
■開催日：4/12(木）～4/15（日） 
■コース：東建多度カントリークラブ・名古屋（三重県） 
■賞金総額：1億3000万円（優勝賞金：2600万円） 
■17年優勝：梁 津萬（中国） 

＜放送日時＞  

 ≪とことん１番ホール生中継≫ 

 ３日目   4/14（土） 午前7：30～10：30  最終日   4/15（日）  午前7：30～10：15 

 （※最大延長 [最終日]午前10：30まで） 
 

【国内ツアー 関連番組】 

＜放送日時＞ 

  4/1（日） 午後6：00～7：00    

「スター選手不在」と言われる国内男子ツアー。しかし、魅力のある
選手は数多くおり、そんな選手たちを様々な角度・視点から多角的
に分析。中継を観ているだけではわからないあんなことやこんなこ
とを一挙紹介。 

番組では、ゴルフネットワークが掲げる「国内ゴルフ応援宣言」の
応援団長である武井壮がMCを務め、ゴルフ界に留まらない各分

野のスペシャリストをゲストに招き、「男子ツアー人気復活のカギ」
をテーマに緊急サミットを開催。 

「実はこんな見方をしても面白い」ところを紹介しながら、男子ツア
ーの魅力をお届けする。 

武井壮の国内応援宣言！ 
 人気復活！？男子ツアー緊急サミット 
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【国内男子ツアー】 

パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 

2013年までは、アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオン
シップ・パナソニックオープンとして開催。2016年から現在の大
会名となった。大会名変更後の2年間は千葉カントリークラブで
開催されてきたが、今年は大阪府  茨木カンツリー倶楽部にコ
ースを変更。2011年には米国屈指のゴルフコース設計家リー
ス・ジョーンズ氏によって戦略性の高いコースに変貌を遂げた。 

昨年大会は72ホールを終え、11アンダーで並んだ久保谷健一
、 

宮本勝昌による40代対決のプレーオフへ。勝率を手にしたの
はプロ22年目の久保谷。2012年以来のツアー通算５勝目とな
った。 

ゴルフネットワークでは、国内男子 第２戦を「とことん１番ホー

ル」で生中継！１番ホールはパー４のストレートホール。２打目
付近に配置されたフェアウェイバンカーに要注意だ。 

【大会概要】 
■開催日：4/19(木）～4/22（日） 
■コース：茨木カンツリー倶楽部・西コース（大阪府） 
■賞金総額：1億5000万円（優勝賞金：3000万円） 
■17年優勝：久保谷 健一 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

  ３日目 4/21（土） 午前7：30～11：30    最終日 4/22（日）午前7：30～11：30 

 （※最大延長 [最終日]午後0：00まで） 
≪ダイジェスト放送≫ 

  ３日目 4/21（土） 午後11：00～深夜1：00    最終日 4/22（日）午後10：15～深夜1：15 

【パナソニックオープン関連番組】 

＜放送日時＞ 

  4/15（日） 午後0：30～1：00    

日本ゴルフツアー機構とアジアンツアーの共同主管競技として開催される今大会。獲得賞金はそれぞれのツアー
での賞金ランキングに反映されるため、国内およびアジア各国からトッププロが参戦し、熱戦を繰り広げる。 

番組では、昨年大会優勝者の久保谷健一に密着取材。「ゴルフをやめようと思ったこともあった」と優勝スピーチ
で語った40代ゴルファーの苦悩と葛藤。同時に、昨年大会の中で第2のゴルフ人生のきっかけになったという久保
谷の真意とは！？ 

また、今大会のコースセッティングアドバイザーの田島創志にもインタビューを実施。「特に最終日は攻め続けな
いとダメ」というピンポジションを意識するという田島が考える茨木カンツリー倶楽部西コースの見どころとは！？ 

２０１８パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 
開幕直前スペシャル 
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【国内男子ツアー】 

中日クラウンズ 

1960年開幕、日本の民間トーナメント最古の歴史を誇る大会。名古

屋ゴルフ倶楽部・和合コースは、距離こそ長くないが、難攻不落と称
されるツアーきっての名舞台だ。 

昨年大会は、2016年から選手会長に就任した宮里 優作が大舞台
での混戦を制した。最終ホールでは６mのロングパットを沈めガッツ

ポーズを見せた。このシーズン賞金王を獲得した宮里の大きな一歩
目となる試合であった。 

ゴルフネットワークでは、ダイジェストだけでなく、1番ホールの模様

を独占生中継でお届け！林越えを狙いドライバーを振り抜くか、狙
い刻んでセカンドショット勝負か。和合は１番ホールからドラマが詰
まっている！ 

さらに今大会では国内中継初となる練習ラウンドの生中継を実施。
選手たちがどのような準備で難攻不落の和合に挑むのか、その練
習風景を生中継でお届けする。 

【大会概要】 
■開催日：4/26(木）～4/29（日） 
■コース：名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県） 
■賞金総額:1億2000万円（優勝賞金：2400万円） 
■17年優勝：宮里 優作 

＜放送日時＞ 

≪とことん練習ラウンド生中継≫ 

 前半  4/24（火） 午前10：00～午後0：00    後半 4/24（火） 午後1：00～3：00 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 １日目 4/26（木） 午前7：00～午後0：00    ２日目 4/27（金）午前7：00～午後0：00 

 ３日目 4/28（土） 午前8：00～午後0：00    最終日 4/29（日・祝）午前7：00～11：00 

 （※最大延長 [最終日]午前11：30まで） 
≪ダイジェスト放送≫ 

 １日目 4/26（木） 午後8：00～11：00       ２日目 4/27（金） 午後8：00～11：00 

 ３日目 4/28（土） 午後10：00～深夜0：00    最終日 4/29（日・祝） 午後10：15～深夜0：15  

【中日クラウンズ関連番組】 

＜放送日時＞ 

 ＃１ 4/1（日） 午前10：00～10：15   ＃２ 4/1（日）午前10：15～10：30    

1960年から続く「中日クラウンズ」。過去には、ジャック・ニクラウス、ゲーリー・プレーヤー、セベ・バレステロスを始

め、ローリー・マキロイ、ジャスティン・ローズなど世界のトッププレーヤーも出場している今大会。番組では、今大会
のこれまでの歴史を振り返るとともに、今年の展望を占っていく。 

クラウンズへの招待 
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【中日クラウンズ関連番組】 

＜放送日時＞ 

 2010年大会（優勝：石川遼） ： 4/7（土） 午後7：00～9：00 

 2011年大会（優勝：ブレンダン・ジョーンズ） ： 4/6（金）午後7：00～9：00 

 2012年大会（優勝：I･J･ジャン） ： 4/8（日）午後7：00～9：00 

 2013年大会（優勝：松村道央） ： 4/10（火）午後7：00～9：00 

 2014年大会（優勝：キム・ヒョンソン） ： 4/9（月）午後7：00～9：30 

 2015年大会（優勝：I･J･ジャン） ： 4/11（水）午後7：00～9：00 

 2016年大会（優勝：キム・キョンテ） ： 4/12（木）午後7：00～9：00 

 2017年大会（優勝：宮里優作） ： 4/13（金）午後7：00～9：00 

 

中日クラウンズ 過去大会一挙放送 

2017年大会の開幕を翌週に控え、「中日クラウンズ」2010年から2016年までの6大会を一挙放送！ 
松村道央が、当時ルーキーながら2週連続優勝を狙った松山英樹を退けて優勝を手にした2013年大会や、石川遼が世
界最小ストローク「58」を記録した2010年大会、片岡大育がプレーオフで敗れて悔し涙を流した2016年大会。そして、選
手会長であった宮里優作が最終ホールで劇的なウィニングパットを沈めて大会初制覇を成し遂げた昨年大会など、「中
日クラウンズ」の名勝負・名シーンをもう一度振り返ってみよう。 

【国内ツアー 関連番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃４７  4/2 （月）  午後11：00～11：15        ＃４８  4/9 （月） 午後11：00～11：15  

  ＃４９  4/16 （月） 午後11：00～11：15          ＃５０  4/23 （月） 午後11：00～11：15 

  ＃５１  4/30 （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 
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【国内女子ツアー】 

ヤマハレディースオープン葛城 

2008年にスタートした本大会。開催コースは開幕当初から変わ
らず、葛城ゴルフ倶楽部 山名コース。池とバンカーの配列に特
色のある、戦略的なコースレイアウトだ。 

昨年最終日は、イ ミニョン、渡邉 彩香、申 ジエが最終組でラウ
ンド。この組だけで14バーディを量産する熾烈なスコアの伸ば
しあいとなった。そんな混戦をわずかな差で制したのはイ ミニョ
ン。嬉しいツアー初勝利となった。 

昨年のようなバーディ合戦がまた観れることを期待しつつ、また
いつものコースで闘いが幕を開ける。 

【大会概要】 
■開催日：3/29(木）～4/1（日） 
■コース：葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県） 
■賞金総額：1億円（優勝賞金：1800万円） 
■17年優勝：イ ミニョン（韓国） 

＜放送日時＞ 

 ３日目  4/3（火） 午後6：00～9：00       最終日 4/4（水） 午後6：00～9：00 

【国内女子ツアー関連番組】 

＜放送日時＞ 

  4/1（日） 午後3：30～4：00    

3月に開幕する2018年の国内女子ツアー。ゴルフネットワークが

掲げる「国内ゴルフ応援宣言」の応援団長となった武井壮が注目
選手に聞いた「アレッてどうなの！？」。クラブ替わった、新規スポ
ンサーと契約した、あのブログの真意は、など様々な疑問を注目
選手にインタビューする。 

さらに、2月に放送した「『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」に収まらなかった武井壮と渡邉彩香

の未公開対談シーンも一挙公開。武井のアスリートとしての視点
から鋭く切り込む質問が渡邉の本音を引き出していく。そして、渡
邉から武井にまさかの逆質問が。「アレッてどうなの！？」。 

武井壮のアレッてどうなの！？渡邉彩香編 
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【国内シニアツアー】 

箱根町を応援したいという思いで開催に至った本トーナメントも、今年で3回目。国内シニアツアー第２戦として、箱根

カントリークラブを舞台に２日間にわたり盛り上がる。自然の息吹を感じることのできる大自然に囲まれたコースだけ
に、コースマネジメントが特に重要となる。 

大接戦となった昨年大会では、最終日通算8アンダーで首位に並んだ真板潔、井戸木鴻樹によるプレーオフに突入。 

18番でのプレーオフ1ホール目にバーディとした真板が今季開幕戦を制し、ツアー通算6勝目を手にした。 

これからの流れを掴む意味でも大事なシーズン序盤戦。シニアプレーヤーたちによる熟練の技に注目だ！ 

【大会概要】 
■開催日：4/19(木）～4/20（金） 
■コース：箱根カントリークラブ（神奈川県） 
■賞金総額:4800万円（優勝賞金：900万円） 
■17年優勝：真坂 潔 

＜放送日時＞ 

 １日目  4/21（土） 午前11：30～午後1：30       最終日 4/21（土） 午後1：30～3：30 

ノジマチャンピオンカップ箱根シニアプロゴルフトーナメント 

【ノジマチャンピオンカップ箱根シニア関連番組】 

＜放送日時＞ 

  4/16（月） 深夜0：00～1：00    

今年、3回目の開催を迎える「ノジマチャンピオンカップ箱根シニアプロゴルフトーナメント」。そうそうたる顔ぶれが
名前を連ねる今大会の舞台となるのは神奈川県の箱根カントリー倶楽部。 

番組では、四方を雄大な大自然に囲まれたこのコースで、元プロ野球選手の"ハマの番長"こと三浦大輔が「週刊
ゴルフダイジェスト」でおなじみの美女ゴルファー「GOLULU（ゴルル）」のメンバーと真剣勝負。箱根を知り尽くす
芹澤信雄プロがアドバイザーとしてサポートする三浦番長は果たして勝利することができるのか！？ 

２０１８ノジマチャンピオンカップ 
箱根シニアプロゴルフトーナメント開幕ＳＰ 

【国内トーナメント関連競技】 

1977年に第1回大会が開催され、震災などの影響による中断を挟みながらおよそ40年にわたって開催されてきた「兵庫

県オープンゴルフトーナメント」。若手プロの登竜門として、アマチュアゴルファーの育成やマナー啓発などのゴルフ振興
を目的に、地域ゴルフの祭典として行われる今大会で女子部門が新設されたのは2012年大会。番組では、優勝者にス

テップアップツアー「山陽新聞レディースカップ」への出場権が与えられる今大会女子トーナメントの模様をダイジェストで
お届けする。関西地区のアマチュアゴルファーを始め、プロ選手も全国から参加するため、熱戦に注目だ。 

＜放送日時＞ 

 4/28（土） 午後6：00～6：30 

２０１８兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント 

【大会概要】 
■開催日：4月12日（木） 
■コース：関西クラシックゴルフ倶楽部（大洞・湯谷コース） 
■17年優勝：北村響 
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【PGA ツアー】 
 

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） / 

                         4/1（日）午前11：00～午後1：00 / 午後8：00～10：00 

 ３日目後半   4/1（日）午後1：00～3：00（初回） / 午後10：15～深夜0：15 

 最終日前半    4/1（日）深夜3：00～翌午前5：00（初回） / 4/2（月）午後4：30～6：30 

 最終日後半    4/2（月）午後7：30～10：30 

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） 

ＲＢＣヘリテイジ 

＜放送日時＞ ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 1日目  4/13（金）午前4：00～7：00（初回） / 午後9：00～深夜0：00    

 2日目  4/14（土）午前4：00～7：00（初回） / 午後10：00～深夜1：00  

 3日目前半  4/14（土）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 午後7：00～10：00  

 3日目後半  4/15（日）午前10：30～午後0：30（初回） / 午後10：15～深夜0：15 

 最終日前半  4/15（日）深夜2：00～翌午前5：00（初回） /  4/16（月） 午後4：00～7：00 

 最終日後半  4/16（月）午後8：00～11：00 

マスターズの興奮そのまま、PGAツアーはサウスカロライナ州へ！ 

フェアウェイ幅は平均20ヤード、上空は枝がせり出すだけでなく、グ

リーン面積はツアー平均の半分強ということから繊細なショットコン
トロールが要求される今大会。 

昨年大会では石川遼、そして前週のマスターズに出場した池田勇
太、谷原秀人ら日本勢３名が参戦。谷原が日本人最高位39位タイ

で終えた。そんな大会の優勝者となったのはウェスリー・ブライアン
。動画共有サイトでトリックショットを披露するブライアンが念願のツ
アー初勝利。 

今年、伝統の赤いタータンチェック ジャケットを身にまとうのは誰か
！ 

【大会概要】 
■開催日：4/12(木）～4/15（日） 
■場所：ハーバータウンGL（サウスカロライナ州） 
■賞金総額： 670万ドル(優勝賞金：117万ドル） 
■17年優勝：ウェスリー・ブライアン（米国） 
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【PGA ツアー】 
 

バレロテキサスオープン 

＜放送日時＞ ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 1日目  4/20（金）午前4：30～7：30（初回） / 午後8：00～11：00    

 2日目  4/21（土）午前4：30～7：30（初回） / 午後4：00～7：00  

 3日目前半  4/21（土）深夜2：00～翌午前5：00  

 3日目後半  4/22（日）午後0：00～2：00 

 最終日前半  4/22（日）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 4/23（月）午後4：00～7：00 

 最終日後半  4/23（月）午後8：00～11：00 

 

舞台となるのは、グレッグ・ノーマンが設計し、セルヒオ・ガルシアが
アレンジを加えたコース、テキサス州 にあるTPCサンアントニオだ。

テキサス州はゴルフの強豪大学が多く、たくさんのプロゴルファーた
ちを排出している。 

昨年大会は、ツアー180試合目の30歳ケビン・チャッペルがツアー

初優勝！その後、ツアーチャンピオンシップ出場、プレジデンツカッ
プメンバー入りを果たす等、充実するシーズンの足掛かりとなった。 

「ヒルカントリーゴルフ」と呼ばれるテキサスならでは土地を舞台に、
今年も熱戦が予想される！各選手の風対策にも注目だ！ 

 
【大会概要】 
■開催日:4/19(木）～4/22（日） 

■場所：TPCサンアントニオ（テキサス州） 
■賞金総額：620万ドル（優勝賞金：111.6万ドル） 
■17年優勝：ケビン・チャッペル（米国） 

チューリッヒクラシック オブ ニューオリンズ 

＜放送日時＞ ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 1日目  4/26（木）深夜3：30～翌午前7：00（初回） / 4/27（金）午後5：00～8：00    

 2日目  4/27（金）深夜3：30～翌午前7：30（初回） / 4/28（土）午後7：00～10：00  

 3日目前半  4/28（土）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 4/29（日・祝）午後5：00～8：00  

 3日目後半  4/29（日・祝）午前11：30～午後1：30（初回） / 午後8：00～10：00 

 最終日前半  4/29（日・祝）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 4/30（月）午後4：00～7：00  

 最終日後半  4/30（月）午後8：00～11：00 

 
昨年からPGAツアー初となるチーム戦として開幕されている本大
会。 

80チーム160名が出場、フォアサムとフォアボールを組み合わせ
たルールで音楽の都、ニューオリンズを舞台に開催される。 

昨年大会、日本からは松山英樹＆谷原秀人ペアが参戦。初日を
終え11位タイと好調な滑り出しで決勝ラウンドに駒を進めるも、上
位には食い込めず32位タイで終戦。チーム戦の難しさを痛感した
。 

ライダーカップやゴルフワールドカップ、ユーラシアカップのように
チーム戦で開催され注目集まる本大会。ジャズ発祥地ニューオリ
ンズで、一番華麗にスイングをするのは、誰か！ 

【大会概要】 
■開催日：4/26(木）～4/29（日） 
■場所：TPCルイジアナ（ルイジアナ州） 
■賞金総額： 720万ドル(優勝賞金：102.24万ドル） 
■17年優勝：ヨナス・ブリクスト（スウェーデン）／キャメロン・スミス（豪州） 
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みんなのＰＧＡツアー 

【放送日】  
  4月号  4/1 （日）  午後3：00～3：30   

【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。 

番組では、目覚ましい活躍を見せる注目選手や驚きのスーパープレーをご紹介するほか、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】 

三菱エレクトリック クラシック 

２年前からスポンサーを新たに「三菱エレクトリック クラシック」と
して開催される本大会。 

 

昨年大会を制したのは、2014年からツアーに参戦しているスティ
ーブン・エイムス。最終日は、ベルンハルト・ランガ－が「65」でラ
ウンドして上位に迫るが、首位エイムスは1日目、2日目のリード
を守りきり、2位と４打差で優勝。 

過去５回の開催ではランガ－が優勝１回、２位３回と抜群の成績
を残している本大会。今年もランガ－の活躍に注目だ！ 

＜放送日時＞ 

  １日目  4/17（火） 午後7：00～9：00        ２日目 4/18（水） 午後7：00～9：00 

 最終日 4/19（木） 午後7：00～9：00 

 

  

【大会概要】 
■開催日：4/13(金）～4/15（日） 

■場所：TPCシュガーローフ（ジョージア州） 
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：27万ドル） 
■17年優勝：スティーブン・エイムス（トリニダード・トバゴ） 



11 

【PGAツアーチャンピオンズ】 

バスプロショップスレジェンズ オブ ゴルフ  
                    at ビッグシーダーロッジ 

ツアーとして初めてパー３コースを利用して開催したユニー
クな大会。18ホールのバッファロー・リッジ・スプリングコース

と、９ホールのパー３コース、トップ・オブ・ザ・ロックコースを
舞台に繰り広げられる２名１組のチーム戦で、最終日はパ
ー３コースを２度回り勝敗を決する。 

 

昨年は、メジャー大会３勝の実力者ビジェイ・シンと日本ツア
ーでの優勝経験も持つカルロス・フランコ組が優勝。ゴルフ
の多様な楽しみ方を教えてくれる今大会に注目だ！ 

＜放送日時＞ 

 1日目     4/25（水）午後1：30～3：30    2日目  4/26（木）午後1：30～3：30  

 最終日     4/27（金）午後1：30～3：30    

  

【大会概要】 
■開催日：4/20(金）～4/22（日） 

■場所：トップオブザロック（ミズーリ州） 
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：23.25万ドル） 
■17年優勝：カルロス・フランコ（パラグアイ） 
        ビジェイ・シン（フィジー） 

まるわかり！欧州ツアーロレックスシリーズ 

【放送日】  
 拡大版  4/1 （日）  午後5：00～5：30   

 15分版  4/1 （日）  午後5：30～5：45 

【海外ツアー関連番組】 
 

ゴルフネットワークでは、2018年のヨーロピアンツアーの中で「ロレックスシリーズ」を放送する。 

5月「BMW PGAチャンピオンシップ」を皮切りに、年間8大会開催される「ロレックスシリーズ」は、欧州ツアー

主要国のナショナルオープンを巡り、さらにツアーの中でも屈指の高額賞金のかかったツアーの中でも一際
注目度の高い大会が集まっている。 

番組では、自身もヨーロピアンツアーに参戦経験のあるプロゴルファーの佐藤信人と芸能界随一のゴルフの
腕前を持つ俳優の渡辺裕之がロレックスシリーズの見どころを紹介していく。また、「ヨーロピアンツアー」の
魅力を探る15分版をお見逃しなく。 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃１  4/17 （火） 深夜0：00～0：30  

【新番組】橋本マナミのＬｅａｄｅｒ’ｓ ＧＯＬＦ 

女優の橋本マナミが進行役を務め、各界のリーダー達、そして一流プロとのトークやラウンドを通じて、「成功者達に
共通しているものは何か？」を模索していく番組。 

この番組では、企業の代表者やアスリート、アーティストなど各界のリーダーを毎回ゲストに迎えて、実力派プロゴル
ファーとベストスコア方式で対戦する。ゴルフの持つゲーム性の高さや、戦いの駆け引きによって垣間見えるリーダ
ーたちの意外な性格や人間性とは！？ 

放送開始から5年目を迎える「ゴルファーズ倶楽部」が“
神スイング”でおなじみの稲村亜美を新MCに迎えてリニ
ューアル。 

ゴルフネットワークのおすすめ番組情報や最新ゴルフニ
ュース、レッスンやゴルフ場のお得情報など中心に紹介
。また、人気ゴルフコーチのレッスン、クラブフィッターの
ギア解説などゴルフファン必見のコーナーもお届けして
いく。 

運動神経・スタイル抜群でいつでもフルスイングの稲村
亜美があなたのゴルフスイッチをONにする。 

＜放送日時＞ 

＃１  4/2（月）   午後11：30～深夜0：00      ＃２  4/16（月） 午後11：30～深夜0：00  

          

【新番組】稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」 

【新番組】あすゴル！ゴルフ部 

「あすゴル！ゴルフ部」 始動！ 

放送開始から7年目を迎える「あすゴル！」がリニューアル。プ
ロゴルファーの大和笑莉奈、アマチュアの杉山美帆、萩原菜乃
花が「あすゴル！ゴルフ部」に入部。ツアー優勝を目指す現役
プロゴルファー、プロテスト合格を目指すレッスンプロ、トップア
マへの道を歩むゴルファーなど、それぞれが抱く大志を胸に、
部員それぞれが設定する目標達成に向け、ツアープロコーチ
の内藤雄士氏がサポート。各部員のスイングの特徴やプレー
スタイルなどを考慮して、必要なスキルを指導する。 

また、個人練習や自主トレーニングなど目標達成に向かってひ
たむきに努力する部員にも密着。内藤コーチがそれぞれの部
員に与える課題はアマチュアゴルファーにも参考になるもの。
毎週日曜はこれを見れば上達間違いなし！ 

＜放送日時＞ 

＃１  4/1（日）   午後10：00～10：15      ＃２  4/8（日）   午後10：00～10：15  

＃３  4/15（日） 午後10：00～10：15     ＃４  4/22（日）   午後10：00～10：15 

＃５  4/29（日・祝） 午後10：00～10：15 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 #25（井戸木鴻樹vs平石武則）  4/4（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」。4月は井戸木鴻樹と平石武則の日米メジャ
ーチャンピオンが対決。 

1961年生まれの57歳である井戸木は、10歳でゴルフを始め

ると中学時代には全日本ジュニアで優勝するなどの実力を
見せ、中学卒業と同時にプロゴルファーを目指すも、プロテ
スト突破まで4年、その後も約8年にわたって苦節の日々を
送った。 

しかし、1990年に念願のツアー初優勝を挙げると、持ち味の

正確無比なドライバーショットを武器に、コンスタントに成績
を残してシード権をキープ。2011年にシニアツアーに参戦後

、自身初の海外トーナメントとなった「全米プロシニアゴルフ
選手権」で日本男子ゴルフ史上初の海外メジャー制覇を達
成。昨シーズンも賞金ランク6位に入る活躍を見せ、今後も
活躍が期待される。 

ゴルフ真剣勝負 ｔｈｅ ＭＡＴＣＨ 

＜放送日時＞ 

～ウェッジをサルベージ～ソールのバウンスって何のこと？ 

 4/6 （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。 

今回はウェッジをサルベージ。グリーン周りでの必須アイテムであるウ
ェッジ。ロフト角については“ボール軌道の高さが変わる”というイメー
ジがしやすいが、バウンスは何をするためのものなのか？ 

「バンカーショットはバウンスの使い方が重要」とは言われるものの、し
っかりと意識せずにいつも何となくウェッジを使っている方には必見！ 

これでグリーン周りで1打得するかも！？ 

 

そんな井戸木に対するのは1960年生まれ58歳の平石武則。高校まで野球部として過ごし、夏の甲子園での優勝経験
を持つ平石がゴルフを始めたのは18歳のとき。正確なティーショットと小技を武器に、5年かけてプロテストに合格。井
戸木よりも1年早くシニアツアーに参戦すると、そのとしには安定感のあるゴルフを見せて賞金ランキングで上位に入
る活躍。2012年に「大山ゴルフクラブ」の総支配人に就任して、一時ビジネスに注力するも、2015年の「日本シニアオ
ープン」では予選会から挑戦して優勝を飾り、念願のメジャータイトルを手にした。 

日米のメジャータイトルを手にした両者の対決を制するのは果たして！？シニアプロならではのトークも必見。 



14 

【オリジナル番組】 

ゴルフのたすき2018 

ゴルフネットワークがダンロップスポーツと共同して展開する「ゴルフのたすき」プロジェクト。「はじめよう、伝え
よう、楽しいゴルフを。」をコンセプトにして、ゴルフのすそ野を広げていきます。 

昨年も好評を博した番組が今年もスタート。今年も古閑美保プロが、ゴルフビギナーの身近にいる“（ゴルフを）
教えてくれる人”向けのレッスンもさらに重点的に紹介。ゴルフビギナーに対してどんな風に教えたらゴルフを
好きになってもらえるのか！？ 

かえひろみとマスコットキャラクターの「あなグマくん」が昨年に引き続き進行役を務める。 

＜放送日時＞ 

 ＃１   4/8（日） 午後10：15～10：30      

＜放送日時＞ 

  ＃１  4/11 （水） 午後11：00～11：30          ＃２  4/25 （水）午後11：00～11：30 

宮里優作ｖｓ笠りつ子・木戸愛 ドリームマッチ２ 

 ～ＰＧＭゴルフリゾート沖縄～ 

ブーゲンビレアコース（9ホール）の改修を終え、全27ホールでのグランドオープンを迎えた「PGMゴルフリゾート沖

縄」。国内はもとより海外でも注目される世界基準のゴルフ場として、プロゴルフトーナメントの開催も可能なコース
となることを目指した改修を担当したのが、日本ゴルフツアー機構会長でもある青木功。 

番組では、宮里優作と笠りつ子・木戸愛による対戦を全3回にわたってお届けする。監修者・青木功のコース解説

や沖縄の海を一望できるクラブハウスなどプレーとは違う魅力も紹介。ドローンを活用した各ホールの紹介映像は
沖縄ゴルフならではの美しさだ。 

＜放送日時＞ 

  ＃７  4/3 （火） 午後9：30～10：00        ＃８  4/17 （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。 

スター☆ゴルフマッチⅡ 



【オリジナル番組】 
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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月に続き、 ４月も闘いの舞台は静岡県にある葛城ゴルフ倶楽部。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＞ 

  #３２７ 4/10（火） 午後10：00～10：30         #３２８  4/24 （火） 午後10：00～10：30 

  

 

ゴル魂 

＜放送日時＞ 

  ＃８８  4/3 （火）  午後11：30～深夜0：00       ＃８９ 4/10 （火） 午後11：30～深夜0：00  

  ＃９０  4/17 （火） 午後11：30～深夜0：00      ＃９１ 4/24 （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！ 

＜放送日時＞ 

  ＃２５  4/4 （水） 午後11：30～深夜0：00      ＃２６  4/18 （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！ 
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【オリジナル番組】 

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＞ 

  ＃２７  4/4 （水）   深夜0：00～0：30      ＃２８ 4/11 （水）  深夜0：00～0：30  

  ＃２９  4/18 （水）  深夜0：00～0：30        ＃３０  4/25 （水）  深夜0：00～0：30 

城島健司と金谷多一郎のモア★ゴル～one more step GOLF～ 

＜放送日時＞ 

 ＃６０  4/3（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。 

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ 

＜放送日時＞ 

  ＃１２６  4/10（火）   午後10：30～11：00    ＃１２７ 4/17 （火） 午後10：30～11：00  

  ＃１２８  4/24（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。 
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【オリジナル番組（レッスン番組）】 

プレ男レッスン ～鈴木タケルメソッド～ 

ＳＷＩＴＣＨ ＧＯＬＦによるバランス化！ 

＜放送日時＞ 

  ＃１  4/2（月） 午後11：15～11：30    ＃２ 4/9 （月） 午後11：15～11：30   

  ＃３  4/16 （月） 午後11：15～11：30     ＃４ 4/23 （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、2010年の「PGAティーチングプロアワード奨
励賞」を受賞した経験を持つ鈴木タケル氏が登場。左
打ち（逆打ち）スイングでバランスを作る「スイッチゴ
ルフメソッド」は、ついつい陥りがちな利き手の使用過
多を解消し、「上下」「前後」「左右」の3軸を理想的な
バランスに整える。なぜ左打ちをすることが理想的な
バランス作りに効果的なのか。いまだ進化の途上に
あるという鈴木氏のメソッドを紹介する。 

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＞ 

  4/3（火）    午後11：00～11：30         4/10 （火）  午後11：00～11：30  

  4/17（火）  午後11：00～11：30          4/24 （火）  午後11：00～11：30 

牧野裕のＥｎｊｏｙ Ｇｏｌｆ 
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【オリジナル番組（ニュース番組・情報番組）】 

※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「ブリヂストン」と「フォーティーン」の新製品情報を
お届けする！ 

＜放送日時＞ 

～飛距離モンスターブリヂストンＴＯＵＲ Ｂ ＪＧＲボール誕生！～    4/1（日) 午後7：00～7：30 

フォーティーン最強！軟鉄鍛造アイアン                    4/15（日) 午後5：00～5：30 

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

