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ゴルフネットワーク
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Ｐｒｏｇｒａｍ Ｌｉｎｅ-ｕｐ
ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2018年3月27日

今月の注目ラインアップ

【5月はPGAツアーの旗艦トーナメントを特集！】

①今年も名物17番ホール「アイランドグリーン」でドラマが起こるか！？

「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」

＜関連番組＞
1）トッププレーヤーたちの練習ラウンドに密着！

「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ 練習ラウンド」
2）好評放送中「みんなのPGAツアー」の特別編

「みんなのPGAツアー ザ・プレーヤーズ編」
3）「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」をドキュメンタリータッチで振り返る

「ザ・プレーヤーズ オフィシャルフィルム」
※全6番組（2012年大会～2017年大会）

（P.2～3）

②5月のとことん1番ホール生中継は福岡に上陸！

「とことん1番ホール生中継 ほけんの窓口レディース」
（P.6）

③5月はイケメン韓流プロ対決

「ゴルフ真剣勝負 the MATCH（キムヒョンソンvsソンヨンハン）」
（P.12）

④ヨーロピアンツアー ロレックスシリーズはツアーの旗艦トーナメントから開幕！

「BMW PGAチャンピオンシップ」
（P.10）

⑤葭葉ルミと森末慎二のゴルフ番組がスタート。

「葭葉ルミと森末慎二のらく・ごる」
（P.15）
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【PGA ツアー】

ザ・プレーヤーズ 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 5/10（木）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 5/11（金）午後4：00～7：00 
1日目後半 5/11（金）午前11：00～午後2：00 / 午後11：00～深夜2：00 
2日目前半 5/11（金）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 5/12（土）午後7：30～10：30
2日目後半 5/12（土）午前10：15～午後1：15（初回） / 午後10：30～深夜1：30 
3日目前半 5/12（土）深夜3：00～翌午前5：00（初回） / 5/13（日）午後5：00～7：00 
3日目後半 5/13（日）午前10：00～午後1：00（初回） / 午後7：00～10：00 
最終日前半 5/13（日）深夜3：00～翌午前5：00（初回） / 5/14（月）午後5：00～7：00 
最終日後半 5/14（月）午後8：00～11：00

「第５のメジャー」とも言われる、PGAツアー主催競技の中で最も権

威あるフラッグシップトーナメント。賞金総額は、ツアー最高金額
1050万ドルとメジャートーナメント級だ。

昨年は、韓国のキム・シウが２位と３打差をつけて優勝。大会最年
少記録の21歳で第５のメジャーを制した。また日本勢の松山英樹、
池田勇太はともに22位タイで大会を終えた。
ツアー屈指の難度を誇る「TPCソーグラス」最終２ホールを、プレッ
シャーの中、切り抜けた選手が勝つ！

【大会概要】
■開催日：5/10(木）～5/13（日）
■場所：TPCソーグラス（フロリダ州）
■賞金総額：1050万ドル（優勝賞金：189万ドル）
■17年優勝：キム・シウ（韓国）

【ザ・プレヤーズ 関連番組】

ザ・プレーヤーズ チャンピオンシップ 練習ラウンド

昨年の「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」からスタートした「練習ラウンド生中継」企画を今年も実施する。
「第5のメジャー」と呼ばれ、ツアーの旗艦トーナメントとして位置づけられる今大会。ツアー最高の栄誉を求め
て世界のトッププレーヤーが集結する今大会。
この番組では、熱戦を間近に控えた選手たちが舞台となる「TPCソーグラス」攻略に向けてどのような調整を
行っているか、練習ラウンドの模様を合計4時間半わたって生中継する。
勝負のカギを握る名物の17番ホールパー3「アイランドグリーン」で練習する風景はこの番組でしか見られな

いところ。まるで、現地で練習ラウンドを観戦しているような雰囲気をお届けする。松山英樹を始めとした注目
選手たちの仕上がり具合はここでチェック！

＜放送日時＞ ※衛星生中継
前半 5/8（火) 深夜0：30～4：00 後半 5/9（水) 午前5：00～6：00
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【ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ 関連番組】

ザ・プレーヤーズ オフィシャルフィルム

＜放送日時＞
2012年大会「～地元のヒーロー凱旋～（マット・クーチャー）」

5/1（火) 午前7：00～8：00 / 深夜0：30～1：30
2013年大会「～虎の咆哮、再び～（タイガー・ウッズ）」

5/2（水) 午前7：00～8：00 / 深夜0：30～1：30 
2013-14年大会「～元世界王者、華麗なる復活～（マーティン・カイマー）」

5/3（木・祝) 午前7：00～8：00 / 深夜0：30～1：30 
2014-15年大会「～三つ巴の決戦～（リッキー・ファウラー）」

5/4（金・祝) 午前7：00～8：00 / 深夜0：30～1：30 
2015-16年大会「～世界ナンバーワンの実力～（ジェイソン・デイ）」

5/5（土) 午前7：00～8：00 / 深夜0：30～1：30 
2016-17年大会「～２１歳、新鋭登場～（キム・シウ）」

5/6（日) 午前7：00～8：00 / 深夜0：30～1：30 

「第5のメジャー」と呼ばれ、ツアーの旗艦トーナメントとして位置づけられる今大会。その開幕を前に、過去6
年間の激闘をそれぞれ60分で振り返るハイライト番組。単なるプレーの振り返りだけではなく、「そのとき何が

起こっていたのか」をドキュメンタリータッチでお届けする。この番組を見れば、このツアー最高のトーナメント
で優勝することの栄誉や意義を感じられるだろう。
熱戦開幕を前に、この番組で選手たちが今大会にかける意気込みを感じてもらいたい。

みんなのＰＧＡツアー ザ・プレーヤーズ編

【放送日】
5/3 （木・祝） 午後11：00～11：15

「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「みんなのPGAツアー」の「ザ・プレーヤーズチャンピオンシ
ップ」特別編。

番組では、解説を務めるツアープロコーチ内藤雄士とオンコースレポーターのツアープロキャディ杉澤伸章が
今大会の見どころを紹介する。「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」とはどんな大会か、舞台となる「TPCソー

グラス」とはどんなコースなのか。そして練習ラウンドの注目ポイントなど、「ザ・プレーヤーズチャンピオンシッ
プ」を楽しむための情報満載でお届け
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【PGA ツアー】

ウェルズファーゴ 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 5/3（木・祝）深夜3：00～7：00（初回） / 5/4（金・祝）午後8：00～11：00
２日目 5/4（金・祝）深夜3：00～7：00（初回） / 5/5（土）午後9：30～深夜0：30
３日目前半 5/5（土）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 5/6（日）午前10：00～午後1：00
３日目後半 5/6（日）午後1：00～3：00（初回） / 午後10：30～深夜0：30
最終日前半 5/6（日）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 5/7（月）午後4：00～7：00
最終日後半 5/7（月）午後7：30～10：30

2003年にワコビアチャンピオンシップとしてスタートした大会。２

年前までずっと開催されていた「クエイルハロウクラブ」で今年は
開催となる。
昨年大会では、最終18番ホールで9mのバーディパットを沈めた

ブライアン・ハーマンが３シーズンぶりとなるツアー２勝目を決め
た。２位タイに迫るダスティン・ジョンソン、パット・ペレツを１打差
で振り切り優勝を決めたハーマンは大きなガッツポーズで観衆を
沸かせた。
次週にはザ・プレーヤーズ チャンピオンシップ開幕を控える本大
会。翌週出場する選手たちの仕上がり具合にもぜひ注目だ。
【大会概要】
■開催日:5/3(木）～5/6（日）
■場所：クエイルハロウクラブ（ノースカロライナ州）
■賞金総額： 770万ドル(優勝賞金：135万ドル）
■17年優勝：ブライアン・ハーマン（米国）

ＡＴ＆Ｔバイロン・ネルソン

＜放送日時＞ ※全ラウンド 生中継
1日目 5/18（金）午前5：00～8：00（初回） / 午後8：00～11：00
2日目 5/19（土）午前5：00～8：00（初回） / 午後8：00～11：00
3日目 5/19（土）深夜2：00～翌午前7：00（初回） /

5/20（日）午前11：00～2：00 / 午後7：00～10：00
最終日 5/20（日）深夜2：00～翌午前7：00（初回） / 5/21（月）午後8：00～11：00
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

PGAツアー11試合連続優勝の記録を持つ伝説のプレーヤー、

バイロン・ネルソンの名前を冠したトーナメント。今まで開催され
ていた「TPCフォーシーズンズリゾート」から「トリニティ・フォレスト
GC」に今年は開催コースを変更。
昨年大会、優勝を手にしたのは、2013-14シーズンフェデックスカ

ップ王者のビリー・ホーシェル。ジェイソン・デイとのプレーオフ１
ホール目を制し、２シーズンぶりとなるツアー通算10勝目を手に
した。
新たな開催コースでの闘いを制するのは誰か！？

【大会概要】
■開催日:5/17(木）～5/20（日）
■場所：トリニティ・フォレストGC（テキサス州）
■賞金総額： 770万ドル(優勝賞金：135万ドル）
■17年優勝：ビリー・ホーシェル（米国）
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【PGA ツアー】

フォートワース インビテーショナル

＜放送日時＞ ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継
1日目 5/25（金）午前5：00～8：00（初回） / 午後3：00～6：00 
2日目 5/26（土）午前5：00～8：00（初回） / 午後5：00～8：00
3日目前半 5/26（土）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 5/27（日）午後3：00～6：00 
3日目後半 5/27（日）午前11：00～午後1：00（初回） / 午後6：00～8：00 
最終日前半 5/27（日）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 5/28（月） 午後4：00～7：00 
最終日後半 5/28（月）午後8：00～11：00

テキサス州フォートワースで72年間にわたり開催されている本大

会。昨年まで「ディーンアンドデルーカ」の冠が付いていたが、今
年からフォートワース インビテーショナルとして開催。伝説のプレ

ーヤー、ベン・ホーガンが同大会５勝しており、ショットメーカーに
有利な大会と言われている。

昨年大会を制したのは、名門ジョージア大学出身のケビン・キズ
ナー。過去3回のプレーオフでは3敗と不運が続いたが、この大会
で悲願のツアー２勝目を挙げた。

ショットメーカーとしてベン・ホーガン等と共に、歴史に名を残す選
手は一体誰か！？

【大会概要】
■開催日:5/24(木）～5/27（日）
■場所：コロニアルCC（テキサス州）
■賞金総額： 710万ドル(優勝賞金：124.2万ドル）
■17年優勝：ケビン・キズナー（豪州）

みんなのＰＧＡツアー

【放送日】
5月号 5/6 （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！
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【国内男女ツアー】

ほけんの窓口レディース

国内女子ツアー11戦目。今年も福岡カンツリー倶楽部 和白コ
ースで開幕！賞金総額は1億2000万円とメジャー級の本大
会だ。

昨年大会では、同年賞金女王となった鈴木愛がシーズン初勝
利。２位と１打差で優勝となったが、初日を１位タイで終えた後
は首位を譲らず安定したプレーで優勝を手にした。

ゴルフネットワークでは、注目のスタートホールを「とことん１
番ホール」で生中継！全選手の１打目をお届けする！１番ホ
ールは497ヤードのパー５。２オン狙いの選手は少ないもの

の、川岸史果、渡邉彩香などのロングヒッターたちによる２オ
ンチャレンジに注目だ！

【大会概要】
■開催日：5/11（金）～5/13（日）
■コース：福岡カンツリー倶楽部 和白コース（福岡県）
■賞金総額：1億2000万円（優勝賞金：2160万円）
■17年優勝：鈴木 愛

＜放送日時＞
≪とことん１番ホール生中継≫
１日目 5/11（金） 午前7：30～11：00 ２日目 5/12（土） 午前7：00～10：15
最終日 5/13（日） 午前7：00～10：00

≪ダイジェスト放送≫
１日目 5/12（土） 午前6：00～7：00 ２日目 5/13（日） 午前5：30～7：00
最終日 5/13（日） 午後10：30～午後0：00

関西オープンゴルフ選手権

2009年に18年ぶりにレギュラーツアーに昇格した本大会。ツア
ー外競技だった2008年には石川遼がプロとして初勝利を飾っ
た大会としても有名だ。
昨年大会は、 24歳の今平周吾が初日から首位を守り、６打差

の独走でツアー初優勝。高校時代には松山英樹を破り「日本ジ
ュニアゴルフ選手権」を優勝している逸材がついにプロトーナメ
ントの頂点に立った。
ゴルフネットワークでは、決勝ラウンドをダイジェストで放送。 過

去には、国内メジャー「日本プロゴルフ選手権」も開催されたこ
とのある名コースでの闘いに注目だ！

【大会概要】
■開催日：5/17(木）～5/20（日）
■コース：小野東洋ゴルフ倶楽部 （兵庫県）
■賞金総額:7000万円（優勝賞金：1400万円）
■17年優勝：今平 周吾

＜放送日時＞
３日目 5/19（土） 午後11：00～深夜0：30 最終日 5/20（日） 午後10：15～11：45
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【国内男女ツアー】

リゾートトラストレディス

昨年、25回大会の節目を迎えた本トーナメント。今年は兵庫
県の「関西ゴルフ倶楽部」で４年ぶりの開催だ。 1990年の開
場以来、関西屈指の名門コースと称されている。

昨年大会は、３日間通算９アンダーで並んだ全美貞（ジョン・
ミジョン）、藤田さいき、そして姜秀衍（カン・スーヨン）の３人に
よるプレーオフとなった。三つ巴のプレーオフを制したのは姜
秀衍。 １ホール目の18番パー４でバーディーを奪い、ツアー
３勝目を手にした。

歴史と伝統を積み重ねてきた本格チャンピオンシップコース
でまた新たな歴史が幕を開ける。

【大会概要】
■開催日：5/25(金）～5/27（日）
■コース：関西ゴルフ倶楽部 （兵庫県）
■賞金総額:8000万円（優勝賞金：1440万円）
■17年優勝：姜 秀衍（韓国）

＜放送日時＞
２日目 5/27（日） 午前9：30～11：00 最終日 5/28（月） 午後11：30～深夜1：00

【国内ツアー 関連番組】

＜放送日時＞
＃５２ 5/7 （月） 午後11：00～11：15 ＃５３ 5/14 （月） 午後11：00～11：15
＃５４ 5/21 （月） 午後11：00～11：15 ＃５５ 5/28 （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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【PGAツアーチャンピオンズ】

リージョンズトラディション

米シニアツアーで５つあるメジャーの初戦。一昨年からグレ
イストーン G&CCに場所を移し、熱戦が繰り広げられる。
昨年トップシニアが集うフィールドを制したのは59歳のベル

ンハルト・ランガー。この優勝で大会連覇を成し遂げただけ
ではなく、あのジャック・ニクラウスが持つシニアメジャー最
多８勝の記録に並んだ。

ランガ－が大会３連覇を果たすのか？それとも今年シニア
デビューを果たすルーキー達が活躍を見せるのか！？メジ
ャー初戦に注目が集まる！

＜放送日時＞
１日目 5/23（水）午前9：00～11：00 ２日目 5/23（水）午前11：30～午後1：30
３日目 5/24（木）午前9：00～10：30 最終日 5/24（木）午前11：00～午後0：30 

【大会概要】
■開催日：5/17(木）～5/20（日）
■場所：グレイストーンG&CC（アラバマ州）
■賞金総額：240万ドル（優勝賞金：34.5万ドル）
■17年優勝：ベルンハルト・ランガー（ドイツ）

インスペリティー インビテーショナル

2004年から開催されている大会。開催コースのザ ウッドランズ
CCは計３コースを有するテキサス有数の名門クラブで、今大会
ではトーナメントコースを使用する。

昨年大会を制したのは、メジャー大会での優勝経験もあるジョン・
デイリー。豪快な飛ばし屋であるデイリーがシニアツアー入りした
のは2016年の今大会だ。そんな記念すべき大会でツアー初タイ
トルを手にした。
今シーズン、複数回トップ10入りしながらまだ勝ち星のないデー
リーが大会連覇を狙う！

＜放送日時＞
１日目 5/9（水）午前6：00～7：30 ２日目 5/9（水）午前7：30～9：30
最終日 5/10（木）午前10：30～午後0：30 

【大会概要】
■開催日：5/4(金）～5/6(日）
■場所：ザ ウッドランズCC（テキサス州）
■賞金総額：220万ドル（優勝賞金：32.25万ドル）
■17年優勝：ジョン・デイリー（米国）
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【海外シニアメジャー】

＜放送日時＞ ※1日目・2日目 生中継
１日目 5/24（木）深夜2：00～翌午前5：00 ２日目 5/25（金）深夜2：00～翌午前5：00 
３日目 5/27（日）午前5：00～8：00 最終日 5/28（月）午前5：00～8：00
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）

キッチンエイド 全米プロシニアゴルフ選手権

米シニアメジャー第２戦。2013年大会では、井戸木鴻樹が、日本

人男子として初めてメジャー制覇を遂げた大会として大きな話題
を呼んだ。今年はミシガン州「ザ ゴルフクラブアットハーバーショ
アズ」で２年ぶりの開催となる。

昨年大会は残り３ホールを迎えベルンハルト・ランガ－、ビジェイ
・シンがともに１７アンダーで並び白熱した展開に。大舞台での接
戦をわずかな差で制したのはランガ－だった。史上初のシニアメ
ジャーグランドスラム達成、シニアメジャー９勝で最多勝利記録
更新などツアーに名を残す大きな優勝となった。

日本シニアツアーからも選手が出場する本大会。ランガ－やシン
だけでなく日本勢の活躍にもぜひ注目だ。

【大会概要】
■開催日：5/24(木）～5/27(日）
■場所：ザ ゴルフクラブアットハーバーショアズ

（ミシガン州）
■賞金総額：300万ドル（優勝賞金：54万ドル）
■17年優勝：ベルンハルト・ランガー（ドイツ）
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BMW PGAチャンピオンシップ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 5/24（木） 午後6：00～深夜2：00 ２日目 5/25（金） 午後6：00～深夜2：00    
３日目 5/26（土） 午後8：30～深夜1：30 最終日 5/27（日） 午後8：30～深夜1：30 

（※最大延長 [最終日]深夜 2：00まで）

欧州ツアーのフラッグシップトーナメント。名門ウェントワースクラ
ブを舞台に、世界ランカーたちが凌ぎを削る！

昨年大会では、日本から唯一参加していた谷原秀人が堂々の３
位タイフィニッシュ。初日こそ116位と出遅れたものの、その後「69
」「67」「68」と大きく巻き返し順位を伸ばした。

欧州ツアー以外の選手たちも多数参戦するヨーロピアンツアー
ロレックスシリーズ初戦に注目だ！

【大会概要】
■開催日：5/24 (木）～5/27（日）
■場所：ウェントワースクラブ(英国）
■賞金総額： 700万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■17年優勝：アレクサンダー・ノーレン（スウェーデン）

【ヨーロピアンツアー】

イタリアオープン

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 5/31（木） 午後5：00～深夜1：00

２日目・３日目・最終日 ６月放送予定

1925年から続く、イタリアのナショナルオープン。今年は「ガ
ルダゴルフCC」に舞台を移し、ロレックスシリーズ第２戦が
開催される。

昨年大会を制したのは、前週開催された「アルフレッド・ダン
ヒルリンクス選手権」で史上初の連覇を達成したティレル・
ハットン。最終日17番ホールを終え、ホールアウトした２選
手と通算20アンダーで並ぶも最終ホールで4.5mのバーデ
ィパットをしっかり沈め勝利を掴んだ。

ナショナルオープンではあるが、なかなかトロフィーを獲得
出来ていないイタリア勢。自国開催で調子を上げることがで
きるだろうか、期待がかかる！

【大会概要】
■開催日：5/31 (木）～6/3（日）
■場所：ガルダゴルフCC（イタリア）
■賞金総額： 700万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■17年優勝:ティレル・ハットン（イギリス）
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃２ 5/1 （火） 深夜0：00～0：30 ＃３ 5/15（火）深夜0：00～0：30

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！？

“神スイング”でおなじみの稲村亜美をMCを務めるゴル
フ情報番組。

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＞
＃３ 5/7（月） 午後11：30～深夜0：00 ＃４ 5/21（月） 午後11：30～深夜0：00 

稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」

あすゴル！ゴルフ部

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＞
＃６ 5/6（日） 午後10：00～10：15 ＃７ 5/13（日） 午後10：00～10：15 
＃８ 5/20（日） 午後10：00～10：15 ＃９ 5/27（日） 午後8：00～8：15



12

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
#26（キム・ヒョンソンvsソン・ヨンハン） 5/2（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」。5月はキムヒョンソンとソンヨンハンの人気・
実力を兼ね揃えた韓流対決。
1980年生まれのヒョンソンがゴルフを始めたのは17歳のと
き。2005年にプロ転向し、日本ツアーに本格参戦を始めた1
年目の2009年にはフェアウェイキープ率で1位になるなどシ

ョットの精度を武器にシード権を獲得。一時、ケガに苦しむも
2012年にツアー初優勝。翌2013年の「日本プロゴルフ選手
権」ではツアー記録タイとなる9打差の逆転勝利を挙げた。
日本ツアー通算4勝、9年間シード権を保持する実力者であ
り、正統派イケメン。口癖は「ハンパじゃない！」。
一方、1991年生まれのヨンハンがゴルフを始めたのは12歳
。アマチュア時代には多くの国際舞台も経験して20歳でプロ
転向。2013年から日本を主戦場にすると1年目から早くもシ
ード権を獲得し、最優秀新人賞にも輝いた。2016年のシー
ズン初戦「SMBCシンガポールオープン」では当時世界ラン
キング1位だったジョーダン・スピースを抑えてツアー初優勝

。昨年は優勝こそできなかったものの堅実な成績を残して賞
金ランキング10位。女性ファンが多く、女子プロゴルファーの

中でも応援に駆け付けるプロがいるほど。次世代を担う若
手イケメンだ。そんなイケメン韓流プロ同士の対決を制する
のは果たして！？

ゴルフ真剣勝負 ｔｈｅ ＭＡＴＣＨ

＜放送日時＞
～フェアウェイウッドをサルベージ～残り180ヤードで何を握る？

5/4 （金・祝） 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。

今回はフェアウェイウッドをサルベージ。ドライバーに次ぐ飛距
離を出せるフェアウェイウッド。しかし、「残り180ヤード」という

距離では、どのクラブを選択するか迷うところ。フェアウェイウ
ッドかユーティリティか、はたまたロングアイアンか。当然、そ
の時々の状況にもよるが、実は意外と汎用性があるフェアウ
ェイウッド。プロのトーナメントでも、グリーン周りからフェアウェ
イウッドを使って転がすシーンを見たことがある人も少なくない
のでは。これを見れば、あなたもＦＷマスターに！？



13

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃３ 5/9 （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＞
＃９ 5/8 （火） 午後9：30～10：00 ＃１０ 5/22 （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

同じゴルフクラブ、または同じ会社に所属する4人がチームを組み日本一を目指すクラブチーム王座決定戦。2017年
9月から各地域の予選会がスタートし、東日本・西日本の決勝を経て、今年5月4日（金・祝）に高室池ゴルフ倶楽部（

兵庫県）で開催される全国決勝において、日本一のクラブチームが決定する。番組では、この大会の模様を、大会サ
ポーターを務める石井忍と植村啓太のポイント解説を交えてお届けする。

第４回 日本クラブチームゴルフ選手権

＜放送日時＞
5/27（日） 午後1：00～2：15



【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。
５月は、３月から続くTEAM SERIZAWAバトルロイヤルの最終章。静岡県にある葛城ゴルフ倶楽部を舞台に、
1ホール毎にスコアの悪い選手が脱落していく毎年恒例のゲーム方式で行われる。出演プロ9人から始まった
このゲームを最後まで勝ち抜き、今年のチームNo.1プロは果たしては！？

＜放送日時＞
#３２９ 5/8 （火） 午後10：00～10：30 #３３０ 5/22 （火） 午後10：00～10：30

ゴル魂

＜放送日時＞
＃９２ 5/1 （火） 午後11：30～深夜0：00 ＃９３ 5/8 （火） 午後11：30～深夜0：00 
＃９４ 5/15 （火） 午後11：30～深夜0：00 ＃９５ 5/22 （火） 午後11：30～深夜0：00
＃９６ 5/29 （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＞
＃２７ 5/2 （水） 午後11：30～深夜0：00 ＃２８ 5/16 （水） 午後11：30～深夜0：00
＃２９ 5/30 （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＞
＃３１ 5/2 （水） 深夜0：00～0：30 ＃３２ 5/9 （水） 深夜0：00～0：30 
＃３３ 5/16 （水） 深夜0：00～0：30 ＃３４ 5/23 （水） 深夜0：00～0：30
＃３５ 5/30 （水） 深夜0：00～0：30

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ

＜放送日時＞
＃１２９ 5/1（火） 午後10：30～11：00 ＃１３０ 5/8（火） 午後10：30～11：00 
＃１３１ 5/15（火） 午後10：30～11：00 ＃１３２ 5/22（火） 午後10：30～11：00
＃１３３ 5/29（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。

【新番組】葭葉ルミと森末慎二のらく・ごる

＜放送日時＞
＃1 5/1（火） 午後10：00～10：30

国内女子ツアーNo.1の飛ばし屋・葭葉ルミとロサンゼルス五輪の男子体操金メダリスト・森末慎二のゴル
フ番組がスタート。

葭葉ならではの「飛ばしを極める」メソッドや、落語で高座を務めるほどの腕前を持つ森末がお届けするゴ
ルフ謎かけなど、ゴルフレッスンからくすっと笑えるゴルフバラエティ番組。笑いと一緒にゴルフを楽しく考え
て行きましょう！！
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【オリジナル番組（レッスン番組）】

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＞
5/1（火） 午後11：00～11：30 5/8 （火） 午後11：00～11：30 
5/15（火） 午後11：00～11：30 5/22 （火） 午後11：00～11：30
5/29（火） 午後11：00～11：30

牧野裕のＥｎｊｏｙ Ｇｏｌｆ

※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


