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ゴルフネットワーク 
２０１８年６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4月26日 

今月の注目ラインアップ 

 
 
 
 
 

【6月は全米オープンを特集！】 
 

①松山英樹のメジャー制覇に期待！ 

  最高難度のコースセッティングが選手たちを待ち受ける。 

   「全米オープンゴルフ選手権」 
 

 ＜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！ 

     「全米オープンゴルフ選手権 練習ラウンド」 
  2）全米オープンの出場権は誰の手に！？日本地区予選の模様をお届け！ 

     「全米オープン日本地区予選～Road to シネコックヒルズ～」 
  3）佐藤信人プロとオンコースレポーター杉澤伸章さんが 

    全米オープンの舞台「シネコックヒルズGC」を徹底解説！ 

     「じっくり徹底解剖！全米オープン」 
    4)ゴルフネットワーク解説陣が松山英樹のプレーを独自の視点から振り返る。 

     「松山英樹を見た証言～2018全米オープン編～」 
                 （P.2～3） 
 

②とことん1番ホール生中継は新潟に上陸！ 

  「とことん1番ホール生中継 ヨネックスレディスゴルフトーナメント」  （P.7） 
 

③女子・シニアの「全米オープン」もお届け！ 

  「全米女子オープンゴルフ選手権」 
  「全米シニアオープンゴルフ選手権」       （P.9） 
 

④日本女子オープン優勝者対決！ 

  「ゴルフ真剣勝負 the MATCH（テレサ・ルーvs宮里美香）」  （P.12） 
 

⑤賞金女王・鈴木愛に密着取材！ 

  「杉ちゃんが行く！等身大の鈴木愛」              （P.13） 
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【海外男子メジャー】 
 

全米オープンゴルフ選手権 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目  6/14（木）午後9：30～翌午前8：30（初回） /  6/15（金）午後0：00～10：00   

 ２日目  6/15（金）午後10：00～翌午前8：30（初回） /  6/16（土）午後2：00～11：00 

 ３日目  6/16（土）午後11：00～翌午前8：30（初回） /  6/17（日）午後1：00～9：00    

 最終日  6/17（日）午後10：00～翌午前8：00（初回） /  6/18（月）午後2：00～11：00  

 （※最大延長  [1日目][2日目][3日目]午前9：30まで、[最終日]午前11：00まで） 
 

 

 

「世界で最も厳しいゴルフの試練」、全米オープンが今年も開幕する。闘いの舞台
は、５回目の開催となるニューヨーク州シネコックヒルズGC。前回同コースで開催
された2004年大会では、予選を首位通過した丸山茂樹が４位タイで終戦。日本
人初のメジャー優勝を期待させる活躍で日本のゴルフファンを大いに沸かせた。 

昨年大会では、５回目の出場となる松山英樹が最終日「66」と首位に迫る猛追を

見せ、２位タイでフィニッシュ。日本人のメジャー大会最高順位に並ぶ好結果で大
会を締めくくった。松山を下し、メジャー第２戦を制したのは、ブルックス・ケプカ。
米国出身だが、14年までは欧州ツアーを主戦場に闘い、その後PGAツアーで活
躍を始めたケプカにとって初のメジャータイトル獲得となった。 

現時点で世界ランキング8位（2018年4月末時点）の松山英樹が、かつて日本人
選手が優勝争いを見せたシネコックヒルズで日本人初のメジャー優勝を狙う！ 

また、4月の「RBCヘリテイジ」で日本人として5人目のPGAツアー優勝を果たした
小平智にも、松山同様活躍を期待したいところだ。 

【大会概要】 
■開催日：6/14(木) – 17(日) 

■場所：シネコックヒルズGC(ニューヨーク州) 

■賞金総額：1,200万ドル（優勝賞金：216万ドル） 
■17年優勝：ブルックス・ケプカ（米国） 

【全米オープンゴルフ選手権 関連番組】 
 

全米オープンゴルフ選手権 練習ラウンド 

人気の「練習ラウンド生中継」企画を今回は海外男子メジャー「全米オープンゴルフ選手権」で実施！ 

毎年、最高難度のコースセッティングが選手たちを待ち受ける全米オープン。番組では、そんな難セッティング攻略に向
けて選手たちがどのような調整を行っているかなど、練習ラウンドの模様を合計4時間わたって生中継する。 

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でお届けするこの番組を見て、松山英樹を始めとした注目選手
たちの仕上がり具合をチェック！ 

＜放送日時＞ ※衛星生中継 

  前半  6/13（水) 午後9：30～11：30        後半  6/13（水) 深夜0：30～2：30 
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【全米オープンゴルフ選手権 関連番組】 
 

全米オープン日本地区予選～Ｒｏａｄ ｔｏ シネコックヒルズ～ 

6月14日（木）からニューヨーク州にある「シネコックヒルズGC」を舞台に開幕する「全米オープンゴルフ選手権
」。 

その出場権をかけて、5月21日（月）に兵庫県の「ジャパンメモリアルゴルフクラブ」で行われる日本地区予選

の模様をお届けする。世界最高難度のコースセッティングが選手たちに前に立ちふさがる全米オープン。世
界レベルのトッププレーヤーたちでさえ翻弄される舞台への挑戦権を手にするのは果たして誰か！？ 

＜放送日時＞  

  6/3（日) 午後4：30～5：00 

じっくり徹底解剖！全米オープン 

 

「全米オープンゴルフ選手権」が6月14日（木）にいよいよ開幕。それに先立ち、今大会を一層楽しんでもらえ

るような情報を盛りだくさんでお届けするこの番組。今大会の中継で解説を務める佐藤信人プロとオンコース
レポーターを務める杉澤伸章氏の2人が、大会の舞台となる「シネコックヒルズGC」を回り、注目ホールの紹
介や見どころなどを実際にプレーしながら解説する。 

＜放送日時＞  

  6/3（日) 午後5：00～6：00 

松山英樹を見た証言～２０１８全米オープン編～ 

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3弾。今回は「全米オープンゴルフ選
手権」での松山英樹を分析する。 

昨年の全米オープンでは、最終日に8バーディを奪
う猛追劇を見せて、自身最高位となる2位に入った

松山英樹。その後の「全米プロゴルフ選手権」ととも
に、“日本人選手初の海外メジャー制覇”を一気に
現実的なものとした。 

“今年こそ”という期待を抱かせる今大会で松山英
樹は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＞  

  6/24（日) 午後4：00～5：00 
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【PGA ツアー】 
 

ザ・メモリアルトーナメント  
              ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ネーションワイド 

＜放送日時＞ ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 １日目  5/31（木）深夜3：30～翌午前7：30（初回） /  6/1（金）午後3：00～6：00    

 ２日目  6/1（金）深夜3：30～翌午前7：00（初回） /  6/2（土）午後3：30～6：30  

 ３日目前半   6/2（土）深夜1：30～翌午前5：00  

 ３日目後半   6/3（日）午前11：00～午後1：00 

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

 最終日後半  6/4（月）午後7：30～10：30（初回） 

開催地、オハイオ州ダブリンで生まれ育ったジャック・ニクラ
ウスがホストを務める大会。開催コースのミュアフィールド・ヴ
ィレッジＧＣは同氏設計の傑作だ。2014年には松山英樹が記
念すべきツアー初優勝を飾っている。 

昨年大会、初日を終え13位タイと好スタートを切った松山。た
だその後スコアは伸び悩み72ホールを終え45位タイで終戦。

しかし過去には制したことのあるコースだけに、今年の優勝
争いには期待だ！ 

【大会概要】 
■開催日:5/31(木）～6/3（日） 
■場所：ミュアフィールド・ビレッジGC(オハイオ州)  

■賞金総額： 890万ドル(優勝賞金：156.6万ドル） 
■17年優勝：ジェイソン・ダフナー（米国） 

フェデックス セントジュードクラシック 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目  6/8（金）午前5：00～8：00（初回） / 午後8：00～11：00    

 ２日目  6/9（土）午前5：00～7：00（初回） / 午後4：30～6：30  

 ３日目  6/9（土）深夜2：00～翌午前7：00（初回） /  

       6/10（日）午後0：00～3：00 / 午後10：15～深夜1：15 

 最終日   6/10（日）深夜2：00～翌午前7：00（初回） /  6/11（月） 午後8：00～11：00 

 （※最大延長  [最終日]午前10：00まで） 
  

全米オープンの前週に開催される今大会は、メジャータイト
ル奪取を狙う欧州勢も多く参戦する大会だ。 

昨年大会の優勝者は、最終日に首位と３打差から出て、「66

」でラウンドし通算10アンダーでホールアウトしたダニエル・

バーガー。クラブハウスリーダーとして待つ彼のスコアを後
続選手は超えられず、そのまま勝利。大会連覇を手にする
形となった。 

開催コースの名物ホール11番パー３では、小さいアイランド

グリーンを狙うアイアンショットの腕が試されるだけに各選手
のティーショットに注目だ！ 

【大会概要】 
■開催日：6/7(木）～6/10（日） 
■場所：TPCサウスウインド(テネシー州) 

■賞金総額：660万ドル（優勝賞金：115.2万ドル） 
■17年優勝：ダニエル・バーガー（米国） 
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【PGA ツアー】 
 

トラベラーズ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  6/22（金）午前4：30～7：30（初回） / 午後7：00～10：00    

 ２日目  6/23（土）午前4：30～7：30（初回） / 午後7：00～10：00  

 ３日目前半  6/23（土）深夜2：00～翌午前5：00（初回） /  

          6/24（日）午前10：00～午後1：00 / 午後5：00～8：00  

 ３日目後半  6/24（日）午後1：00～3：00（初回） / 午後8：00～10：00 

 最終日前半  6/24（日）深夜2：00～翌午前5：00（初回） /  6/25（月） 午後4：00～7：00  

 最終日後半  6/25（月）午後8：00～11：00 

毎年８万人のギャラリーを誇る人気大会。15番からの上がり４
ホールは、PGAツアーでも屈指の難ホールとして知られ、毎年

ドラマが生まれている。今年は全米オープン翌週に開催される
こととなった。 

昨年大会では、72ホールを終え12アンダーで並んだジョーダン

・スピース、ダニエル・バーガーの同年代２選手によるプレーオ
フに突入。１ホール目にバンカーから見事チップインバーディを
決めたスピースが節目となるツアー通算10勝目を手にした。 

サンデーバックナインで大きくスコアが動く事必至だ！ 

【大会概要】 
■開催日:6/21(木）～6/24（日） 
■場所：TPCリバー・ハイランズ(コネチカット州) 

■賞金総額： 700万ドル(優勝賞金：122.4万ドル） 
■17年優勝：ジョーダン・スピース（米国） 

ザ・ナショナル 

＜放送日時＞ ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 
 １日目  6/29（金）午前5：00～8：00（初回） / 午後5：00～8：00 

 ２日目  6/30（土）午前5：00～8：00（初回） / 午後5：30～8：30 

 ３日目前半  6/30（土）深夜2：00～翌午前5：00 

 

 ３日目後半、最終日前半・後半  ７月放送予定  

2007年に開幕したタイガー・ウッズがホストを務める本大会は、「全

英オープン」の予選会を兼ねており、有資格者を除く上位４選手が
出場権を獲得できる。今年は「ザ・ナショナル」と大会名を変更。 

昨年は、４日間を終え同スコアで並んだカイル・スタンリーとチャー
ルズ・ハウエルIII のプレーオフに。１ホール目でハウエルIII はボギ

ー、一方スタンリーはパーセーブし５シーズンぶりの勝利をおさめ
た。 

開催コース「TPCポトマック アット アベネル ファーム」は、2010年

には競技レベル向上を狙い改修工事が行われた。出場を予定して
いるホスト役タイガー・ウッズの活躍にも注目だ！ 

 

【大会概要】 
■開催日:6/28(木）～7/1（日） 
■場所：TPCポトマック アット アベネル ファーム（メリーランド州） 
■賞金総額： 710万ドル(優勝賞金：127.8万ドル） 
■17年優勝：カイル・スタンリー（米国） 
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みんなのＰＧＡツアー 

【放送日】  
  6月号  6/3（日）  午後1：00～1：30   

【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！ 



7 

【国内男女ツアー】 

ヨネックスレディスゴルフトーナメント 

国内女子トーナメント第14戦目。新潟県では唯一の開催となる
本大会だ。 

昨年大会は、雷雲接近のため初日中止となり36ホールでの短

縮競技開催に。そんな短期決戦を制したのはプロ７年目の青
木 瀬令奈。最終日には６バーディ、ボギーなしの猛追で２位に
２打差をつけてツアー初優勝。 

ゴルフネットワークでは注目の１戦を「とことん１番ホール生中
継」でお届け！全選手の緊張のスタートホールを放送します。 

開催コースのヨネックスCC１番ホールは、左サイドにOBが続く
難度の高いパー５。ここで躓かず、バーディー発進をしたい！ 

【大会概要】 
■開催日：6/1(金）～6/3（日） 
■コース：ヨネックスカントリークラブ（新潟県） 
■賞金総額：7000万円（優勝賞金：1260万円） 
■17年優勝：青木 瀬令奈 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 ２日目 6/2（土）午前7：00～午後0：00           最終日 6/3（日） 午前7：00～11：00     

アース・モンダミンカップ 

ツアー賞金1億8000万円をかけた戦いが今年もカメリアヒルズ
カントリークラブを舞台に繰り広げられる！ 

韓国勢の話題で盛り上がった昨年大会。大会３連覇を狙うイ・
ボミの活躍に注目が集まっただけでなく、同シーズンから日本
ツアー出場を決めたアン・シネの再来日にもゴルフファンが釘
付けとなった。そんな昨年大会では鈴木愛がシーズン２勝目を
挙げ、賞金女王に向け大きな勝利となった。 

ツアー最高賞金額がかかる大会だけに、ツアー前半戦の山場
となるだろう！ 

【大会概要】 
■開催日：6/21(木）～6/24（日） 
■コース：カメリアヒルズカントリークラブ（千葉県） 
■賞金総額：1億8000万円（優勝賞金：3240万円） 
■17年優勝:鈴木 愛 

＜放送日時＞ 

 １日目  6/21（木） 午後10：00～深夜1：00        ２日目   6/22（金） 午後10：00～深夜1：00  

 ３日目  6/23（土） 午後10：00～深夜1：00       最終日 6/24（日） 午後10：30～深夜0：00  
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【国内シニアツアー】 

＜放送日時＞ 

 6/3（日） 午後2：00～3：00 

4月14日（土）・15日（日）に開催された国内シニアツアー2018年シーズン開幕戦の模様をお届けする。沖縄の喜瀬カ
ントリ－クラブを舞台に行われる今大会では、シニアツアーならではの和やかな雰囲気に加え、磨き抜かれたテクニッ
クが見られるのも魅力の一つ。昨年よりも試合数、賞金総額ともに増加するなど、開幕前から盛り上がりを見せるシニ
アツアー。その開幕戦を制するのは果たして誰か。今年も熱戦が期待される。 

PGAシニアツアー 金秀シニア  

         沖縄オープンゴルフトーナメント２０１８ 

すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント 

今年２回目の開催となる本大会。開催コースは、「あすゴル！」の練習コースとしておなじみ、栃木県にあるイーストウ
ッドカントリークラブだ。 

昨年大会を制したのは、16年シニアツアー賞金王のP ・マークセン。初日を終え首位に立ったマークセンはそのまま順
位を落とすことなく、シーズン出場初戦で早くも１勝目を獲得。 

今シーズンはツアー第４戦として開催される本大会。昨年に続き出場が予想される尾崎直道、倉本昌弘、川岸良兼ら
注目選手たちの活躍にも期待だ。 

【大会概要】 
■開催日：5/31(木）～6/2（土） 
■コース：イーストウッドカントリークラブ（栃木県) 

■賞金総額:5000万円（優勝賞金：1000万円） 
■17年優勝：P ・マークセン（タイ） 

＜放送日時＞ 

 6/3（日） 午後3：00～4：30 

【国内ツアー 関連番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃５６  6/4   （月）  午後11：00～11：15       ＃５７  6/11 （月） 午後11：00～11：15  

  ＃５８  6/18 （月） 午後11：00～11：15        ＃５９    6/25 （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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【海外シニアメジャー】 

全米シニアオープンゴルフ選手権  

海外シニアメジャー第３戦。1980年から始まった米国シニアナシ
ョナルオープン。賞金総額はツアー最高の400万ドルだ。 

昨年は同シーズンのメジャー初戦、２戦目を共に制しメジャー大
会３連勝を狙うベルントハルト・ランガ－のプレーに注目が集まっ
た。ランガ－は３連勝叶わず18位タイで終戦。メジャー３戦目のタ
イトルを手にしたのは2013年大会王者のケニー・ペリー。最終日
には２位から逆転勝利をおさめ、メジャー通算４勝となった。 

ツアー最高額の賞金をめぐって、今年もハイレベルな戦いが繰り
広げられるはずだ！ 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目 6/29（金） 午前8：00～10：00        ２日目 6/30（土） 午前8：00～9：30    

 

 ３日目、最終日  ７月放送予定  

 

【大会概要】 
■開催日：6/28(木）～7/1（日） 
■場所：ブロードモアＧＣ（コロラド州） 
■賞金総額：400万ドル（優勝賞金：72万ドル） 
■17年優勝：ケニー・ペリー（米国） 

【海外女子メジャー】 
 

＜放送日時＞ ※３日目、最終日生中継 

 １日目  6/1（金） 午前7：30～10：30      ２日目  6/2（土） 午後0：00～3：00 

 ３日目  6/3（日） 午前5：00～7：00               最終日 6/4（月） 午前5：00～8：00 

（※最大延長  [最終日]午前10：30まで） 

今シーズン海外女子メジャー第３戦。アラバマ州のショール・クリ
ークで開催される。 

昨年は日本勢９名がメジャー大会に挑んだが、なかでも注目され
たのは昨シーズン限りでプロ引退表明した宮里藍。最後の全米
女子オープン出場とあって、現地まで家族も応援に駆け付けた。
41位タイと思うような成績を残すことは出来なかったものの、やり
きったという充実感が勝ったと宮里本人は振り返った。 

海外ツアーを主戦場に闘いを続けている上原彩子、畑岡奈紗、
野村敏京ら日本勢が大会制覇できるか注目だ。 

【大会概要】 
■開催日：5/31（木）～6/3（日） 
■コース：ショール・クリーク（アラバマ州） 
■賞金総額：賞金500万ドル（優勝賞金：-万ドル） 
■17年優勝：パク・ソンヒョン（韓国） 

全米女子オープンゴルフ選手権 
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【PGAツアーチャンピオンズ】 

アメリカンファミリーインシュランス チャンピオンシップ 

一昨年開幕したばかりの本大会。PGAツアープレーヤー、

スティーブ・ストリッカーが、地元ウィスコンシンで開催される
今大会のホストを務める。開催コースは、ウィスコンシン州立
大学のホームコース、ユニバーシティリッジGCだ。 

昨年、第２回大会王者に輝いたのはフレッド・カプルス。同シ
ーズンでは６大会出場しトップ10入り５大会と絶好調のカプ
ルスがシーズン２勝目を手にした。 

今季も好調のカプルスはもちろん、ホスト役ストリッカーの活
躍にも注目だ！ 

＜放送日時＞ 
 １日目  6/26（火）午後6：30～8：30      ２日目  6/27（水）午後7：00～8：30   

 最終日  6/27（水）午後8：30～10：00   

 

 

【大会概要】 
■開催日：6/22(金）～6/24(日） 
■場所：ユニバーシティリッジGC（ウィスコンシン州） 
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30万ドル） 
■17年優勝：フレッド・カプルス（米国） 

プリンシパル チャリティー クラシック 

2001年に「アリアンツチャンピオンシップ」として始まった大会。ツ
アー屈指の人気大会で、過去10年間のチャリティー基金は総額
750万ドルを超えている。 

昨年大会で優勝を手にしたのは同シーズンの「全米プロシニアゴ
ルフ選手権」を８位タイで終え好調のまま本大会に乗り込んだブ
ラント・ジョブ。見事シニアツアー初勝利を果たした。 

今大会ではバーディーを奪うごとにチャリティー基金が加算され
るだけに、選手達もモチベーションが高まるだろう。 

＜放送日時＞ 
 １日目     6/12（火）午後6：30～8：00      ２日目  6/13（水）午後4：30～6：00  

 最終日     6/13（水）午後6：30～8：00    

 

【大会概要】 
■開催日：6/8(金）～6/10（日） 
■場所：ワコンダクラブ（アイオワ州） 
■賞金総額：175万ドル（優勝賞金：26.25万ドル） 
■17年優勝：ブラント・ジョブ（米国） 
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【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 6/1（金） 午後9：00～深夜0：00 

 ３日目 6/2（土） 午後9：30～深夜0：30      最終日 6/3（日） 午後9：30～深夜0：30  

 （※最大延長  [最終日] 深夜1：00まで） 
 

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） 

ＨＮＡ オーペン ド フランス 

＜放送日時＞ ※２日目、３日目生中継 

 １日目 6/28（木） 午後5：00～深夜1：00     ２日目 6/29（金） 午後8：00～深夜1：00 

 ３日目 6/30（土） 午後8：30～深夜1：30 

                 

 最終日  ７月放送予定 

1906年から始まったフランスのナショナルオープン。2016年に
は100周年記念大会が催された。今シーズンのロレックスシリ

ーズ第３戦として欧州のみならず世界のトップゴルファーが集う
本大会が開催されるのは「ル ゴルフナショナル」。今年９月に開

幕される「ライダーカップ」の開催コースとして注目を集めるコー
スだ。 

昨年は、同年の全米オープンで単独4位と好調なトミー・フリー

トウッドが１打差を逆転して勝利を手にした。この勝利をもって
シーズン２勝目を挙げたフリートウッドは欧州賞金ランキングの
首位に躍り出た。 

今年の「ライダーカップ」開催コースだけに、世界ランキング上
位選手たちの活躍にぜひ注目だ。 

【大会概要】 
■開催日：6/28(木）～7/1（日） 
■場所：ル ゴルフナショナル (フランス） 
■賞金総額： 700万ユーロ（優勝賞金：-万ユーロ） 
■17年優勝：トミー・フリートウッド（英国） 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ＃２７（テレサ・ルーvs宮里美香）  6/6（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」。6月はテレサ・ルーと宮里美香の日本女子オー
プン優勝者対決。 

1987年生まれのテレサ・ルーがゴルフを始めたのは11歳のと
き。2010年から国内ツアーに参戦したテレサは、正確なショット
と卓越したショートゲームを武器にツアー通算16勝を挙げ、毎
年賞金女王にあと1歩のところまで迫っているツアー屈指の実
力者。国内メジャーでは2014年の日本女子オープンを含めて3

冠を達成しており、ツアー初のメジャー4冠に向けて、残る「ワ

ールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」を狙う。チ
ャリティ活動にも熱心で、病気や貧困に苦しむ人たちを助けた
いとする姿勢は、マザー“テレサ”のよう。 

一方、1989年生まれの宮里美香がゴルフを始めたのは7歳の
とき。ジュニア時代から活躍し、2004年の日本女子アマを史上
最年少（14歳8ヶ月）で制覇するほか、数々のアマチュアタイト
ルを獲得。2008年にはアメリカツアーのQTを突破し、日本の

女子プロゴルファーとしては初めて国内ツアーを経ずに、アメリ
カでプロ転向を果たした。2012年には日本人最年少となる22

歳でアメリカツアー初優勝を達成したほか、国内ツアーでも
2010年と2013年の日本女子オープンを制覇。天才少女と言わ
れた宮里も29歳となった今季は日米の両ツアーでの出場試合
は限られている厳しい状況にあり、勝負の年と言える。 

そんな日本女子オープン優勝者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＞ 

 ～ユーティリティをサルベージ！～ヘッドスピード別、打っても飛ばないロフトがある！？ 

 6/1 （金） 深夜0：00～0：55 

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。 

今回はユーティリティをサルベージ。速い方が飛距離が出ると
思われているヘッドスピードも、アイアンよりボールが上がりや
すいユーティリティにおいてはロフト角との兼ね合いで、逆に飛
距離をロスする状況もある。番組では、ヘッドスピードとロフト角
別による飛距離の最適化を実証実験。クラブセッティングの中で
ユーティリティに求める飛距離はどれくらいか？自分自身のヘッ
ドスピードとその飛距離に最適なロフト角をセレクトし、トータル
でのクラブセッティング作りに役立つ情報をお届けする。 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃５  6/12 （火） 深夜0：00～0：30           ＃６    6/26（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！？ 

あすゴル！ゴルフ部 

＜放送日時＞ 

＃１０  6/3（日）   午後9：00～9：15      ＃１１  6/10（日）   午後10：00～10：15  

＃１２  6/17（日） 午後9：00～9：15           ＃１３  6/24（日）   午後10：00～10：15 

杉ちゃんが行く！等身大の鈴木愛 

“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。 

今回は、昨年の国内女子ツアー賞金女王・鈴木愛の練習
ラウンドに密着取材。「ミスショット時にボールが来るポイン
トからの練習や苦手なショートゲームを重点的に」行う練
習ラウンドが終われば、ドライビングレンジやパッティング
グリーンでもみっちりと練習。余念なくこなすからこその今
季の結果ではあるものの、本人にとっての目標は「2年連
続賞金女王」ではなく･･･。 

帯同キャディのセレクトに関する独自のこだわりやプライベ
ートの話まで、鈴木愛の素顔を杉ちゃんが掘り下げる。 

＜放送日時＞ 

   6/19（火） 午後10：00～10：30      

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！ 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃１１  6/12 （火） 午後9：30～10：00        ＃１２  6/26 （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 

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。 

番組では、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」が番組の進行役を務める。 

＜放送日時＞ 

 ＃２   6/17（日） 午後9：15～9：30      

今年、「全英オープンゴルフ選手権」の舞台となるカーヌスティゴルフリンクス。このコースでは、これまでに7度の全英
オープンを開催しており、同大会開催コースの中でも随一の難しさを誇る。名物ホールである最終18番ホールは、左
側にOBゾーン、右側にクリークが配置され、選手たちにプレッシャーを与える。「カーヌスティの悲劇」を始めとした、想

像もできないようなドラマが相次いで生まれている。今年の全英オープンの開催を前に、そんな「カーヌスティゴルフリ
ンクス」の風景を音楽に乗せてお届けする。 

＜放送日時＞ 

  6/24（日） 午後3：15～3：30 

ゴルフの景色 ～カーヌスティゴルフリンクス～ 
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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。 

６月は静岡県にある太平洋クラブ御殿場ＷＥＳＴが舞台。番組でおなじみ芹澤信雄プロ、シニアツアーで活躍する尾
崎直道プロ、そして期待の若手 脇元華さんの３名によるガチンコ対決が繰り広げられる！ 

 ＜放送日時＞ 

  #３３１ 6/12 （火） 午後10：00～10：30         #３３２  6/26 （火） 午後10：00～10：30 

  

 

ゴル魂 

＜放送日時＞ 

  ＃９７  6/5 （火）  午後11：30～深夜0：00       ＃９８ 6/12 （火） 午後11：30～深夜0：00  

  ＃９９  6/19 （火） 午後11：30～深夜0：00      ＃１００ 6/26 （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＞ 

  ＃２９  6/6 （水） 午後11：30～深夜0：00       ＃３０  6/20 （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＞ 

  ＃３６  6/6 （水）   深夜0：00～0：30      ＃３７ 6/13 （水）  深夜0：00～0：30  

  ＃３８  6/20 （水）  深夜0：00～0：30        ＃３９ 6/27 （水）  深夜0：00～0：30 

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ 
＜放送日時＞ 

  ＃１３４  6/5（火） 午後10：30～11：00       ＃１３５ 6/12（火） 午後10：30～11：00  

  ＃１３６  6/19（火） 午後10：30～11：00      ＃１３７  6/26（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。 

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる 

＜放送日時＞ 

 ＃２  6/5 （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。 

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＞ 

  6/5（火）    午後11：00～11：30         6/12（火）  午後11：00～11：30  

  6/19（火）  午後11：00～11：30          6/26（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 

【オリジナル番組（ニュース番組・情報番組）】 

 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「ロマロ」の新製品情報をお届けする！ 

＜放送日時＞ 

 真のアイアン品質。ロマロが込めた熱い思い    6/16（土) 午後1：30～2：00 

“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＞ 

＃５  6/4（月）   午後11：30～深夜0：00      ＃６  6/18（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！」 

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

