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ゴルフネットワーク 
２０１８年７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5月25日 

今月の注目ラインアップ 

 
 
 
 
 

【7月は全英オープンを特集！】 
 

①世界最古のメジャー。49時間にわたって全ラウンド生中継！ 

 「全英オープンゴルフ選手権」 
 

 ＜関連番組＞ 

  1）出場する日本人選手の意気込みをお届けする 

     「メジャーに挑む日本人ゴルファー ～２０１８全英オープン～」 
  2）開催コース「カーヌスティ」の風景を音楽に乗せてお届けする。 

     「ゴルフの景色 ～カーヌスティゴルフリンクス～」 ※6月初回放送 

            （P.2～3） 
 

②とことん1番ホール生中継は女子ツアー3大会を放送！ 

  「とことん1番ホール生中継 ニッポンハムレディスクラシック」 
  「とことん1番ホール生中継 

     サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント」 
  「とことん1番ホール生中継 大東建託・いい部屋ネットレディス」 
            （P.7～8） 
 

③アマチュア競技も盛りだくさん！ 

  「2018年度 第103回 日本アマチュアゴルフ選手権競技」 
  「2018年度 第60回 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技」 
  「2018トヨタジュニアゴルフワールドカップ」 
            （P.9） 
 

④7月は「全英オープン」出場経験者対決！ 

  「ゴルフ真剣勝負 the MATCH（高山忠洋vs宮里聖志）」 
            （P.13） 
 

⑤「プレ男レッスン」が装い新たにリニューアル！ 

  「プレメンレッスン2！」 
            （P.13） 
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【海外男子メジャー】 
 

全英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   7/19（木）午後2：30～翌午前4：00（初回） / 7/20（金）午前6：00～午後2：30  

 ２日目   7/20（金）午後2：30～翌午前4：00（初回） / 7/21（土）午前6：00～午後5：00 

 ３日目   7/21（土）午後5：00～翌午前4：00（初回） / 7/22（日）午前8：00～午後4：00 

 最終日   7/22（日）午後4：00～深夜3：00（初回）     / 7/23（月）午前9：00～午後8：00 

（※最大延長  [3日目]午前6：00、 [最終日]午前7：00まで） 
 

 

 
世界最古のメジャー大会は、今年８回目の開催となるカーヌスティ・ゴルフリン
クスが舞台となる。他のリンクスコースにない「バリー・バーン」と呼ばれる小川
が流れており、一段とコースの難易度を高めている。1999年大会では最終日 

最終組でプレーしたジャン・バンデベルデが18番でバリー・バーンに捕まり、ま

さかのトリプルボギー。プレーオフの末、優勝を逃したこの災難は、「カーヌステ
ィの悲劇」として語り継がれている。 

 

昨年は、当時世界ランク３位のジョーダン・スピースが初日を首位タイで終える
と、２日目、３日目も単独首位をキープ。最終日も上がり５ホールで５ストローク
伸ばし見事な完全優勝で締めくくった。この全英オープン初制覇をもって、スピ
ースは史上６人目のキャリアグランドスラムに王手をかけた。また世界ランクは
当時２位の松山英樹を抜き去り２位に浮上。一方、日本人初のメジャー制覇の
期待がかかる松山は最終日を５位タイと好位置で走り出すも、１ホール目でOB

を出しトリプルボギー発進。その後も調子を上げることができず14位タイで終え
る結果となった。 

 

今年も多くの日本人選手出場が見込まれる今大会の模様を４日間合計49時間
にわたり生中継でお届けする。 

【大会概要】 
■開催日：7/19(木）～7/22（日） 
■場所：カーヌスティ・ゴルフリンクス(スコットランド) ） 
■賞金総額：1,025万ドル（優勝賞金：184.5万ドル） 
■17年優勝：ジョーダン・スピース（米国） 

【全英オープンゴルフ選手権 関連番組】 
 

メジャーに挑む日本人ゴルファー ～２０１８全英オープン～ 

世界最古のメジャー「全英オープン」に今年も多くの日本人選手が参戦する。世界ランキングの上位者である松山英樹
や小平智を始め、昨年の日本オープン優勝者の池田勇太、昨季賞金王の宮里優作などが出場権を手にしている。さら
に国内ツアー「～全英への道～ミズノオープン」の上位者や、6月4日（月）時点の国内ツアー賞金ランキング上位者も
出場権を得られるだけに、彼ら日本人選手たちの「全英オープン」での活躍に期待がかかる。 

番組では、「全英オープン」に出場する日本人選手を紹介していきながら、彼らがどんな想いで今大会に挑むのか、そ
の意気込みをお届けする。 

＜放送日時＞  

  7/1（日) 午後0：45～1：00        
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【PGA ツアー】 
 

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 （初回）  /  7/1（日）午後3：00～6：00 

 ３日目後半  7/1（日）午前10：00～午後0：00 （初回）    / 午後6：00～8：00 

 最終日前半   7/1（日）深夜2：00～翌午前5：00 （初回）   /  7/2（月）午後3：30～6：30 

 最終日後半   7/2（月）午後7：30～10：30 

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） 

【全英オープンゴルフ選手権 関連番組】 
 

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＞ 

 ７月初回放送 7/1（日） 午後1：15～1：30  

 ※６月初回放送番組※ 

ゴルフの景色 ～カーヌスティゴルフリンクス～ 



4 

【PGA ツアー】 
 

ジョンディアクラシック 

＜放送日時＞  ※全ラウンド 生中継 

 １日目   7/13（金）午前5：00～8：00 （初回）  / 午後6：00～9：00 

 ２日目   7/14（土）午前5：00～7：00 （初回）  / 午後7：30～9：30 

 ３日目      7/15（日）午前4：00～7：00 （初回）  / 午後7：00～10：00 

 最終日     7/16（月・祝）午前4：00～7：00 （初回）  / 午後8：00～11：00 

（※最大延長  [最終日]午前11：00まで） 

TPCディアランは、正確なショットが要求される難コース。シグネチ
ャーホールは「マザーアース」と呼ばれる16番ホールで、ティーか
らは、ネイティヴアメリカンたちが暮らした5000年前からの大地を
見渡すことが出来る。 

昨年大会の優勝者はハンチング帽がトレードマークのブライアン・
デシャンボー。アイアンの長さを統一する等、独自の理論を持つ
彼だがこのツアー初優勝をもって実力も証明した。 

今年も全英オープンの前週に開催されるだけに、メジャー前の最
終調整として出場する選手達の活躍にも期待が集まる。 

【大会概要】 
■開催日：7/12(木）～7/15（日） 
■場所：TPCディアラン（イリノイ州） 
■賞金総額：580万ドル（優勝賞金：100.8万ドル） 
■17年優勝：ブライアン・デシャンボー（米国） 

ザ・グリーンブライアー クラシック 

＜放送日時＞  ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 １日目     7/6（金）午前4：30～7：30 （初回）            / 午後6：00～9：00 

 ２日目     7/7（土）午前4：30～6：30 （初回）            / 午後6：00～8：00 

 ３日目前半   7/7（土）深夜2：00～翌午前5：00       

 ３日目後半   7/8（日）午後4：00～6：00 

 最終日前半   7/8（日）深夜2：00～翌午前5：00 （初回）  /  7/9（月）午後4：00～7：00 

 最終日後半   7/9（月）午後8：00～11：00 

歴代大統領が訪れた歴史あるリゾートで開催される大会。開催コー
スは、1910年開場の米ゴルフ史を代表するコースの一つだ。 

一昨年は記録的豪雨の影響で開催中止。２年ぶりの開催となった
昨年大会は、PGAツアールーキー23歳のザンダー・ショフレが見事
ツアー初優勝。この優勝で全英オープンの出場権も掴んだ。 

この優勝で弾みをつけたショフレは全英オープン20位タイ、プレー

オフ最終戦ツアーチャンピオンシップでは優勝と輝かしいツアー１年
目となった。今年も伝統のコースでニューヒーローが誕生するか注
目だ！ 

【大会概要】 
■開催日：7/5(木）～7/8（日） 
■場所：グリーンブライヤー(ウエストバージニア州)  

■賞金総額： 730万ドル(優勝賞金：127.8万ドル） 
■17年優勝：ザンダー・ショフレ（米国） 
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【PGA ツアー】 
 

ＲＢＣカナディアンオープン 

＜放送日時＞  ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 １日目           7/27（金）午前4：00～7：00 （初回）           / 午後4：30～7：30 

 ２日目           7/28（土）午前4：00～7：00 （初回）           / 午後5：00～8：00 

 ３日目前半    7/28（土）深夜3：00～翌午前5：00 （初回）  /  7/29（日）午後7：00～9：00 

 ３日目後半    7/29（日）午後0：30～2：30 

 最終日前半   7/29（日）深夜3：00～翌午前5：00 （初回）  /  7/30（月）午後5：00～7：00 

 最終日後半   7/30（月）午後8：00～11：00 

1904年にスタートしたカナダのナショナルオープン。PGAツア
ースケジュールの中でも全米、全英に次ぐ歴史を誇る。 

全英オープンの翌週に開催された昨年大会。前年覇者として
出場したジョナサン・ベガスが大会連覇を達成。通算21アン

ダーで並んだチャーリー・ホフマンとプレーオフで争うも１ホー
ル目にバーディを奪い、見事連覇となった。 

相性の良い大会でベガスが大会３連覇を成し遂げるのか！
？PGAツアーの中で唯一カナダで開催される大会だけに、一
段と盛り上がるであろうギャラリーにも注目だ。 

【大会概要】 
■開催日：7/26(木）～7/29（日） 
■場所：グレンアビーGC （カナダ） 
■賞金総額： 620万ドル(優勝賞金：108万ドル） 
■17年優勝：ジョナサン・ベガス（ベネズエラ） 

バーバソルチャンピオンシップ 

＜放送日時＞ 

 １日目   7/25（水）午後1：30～4：30          ２日目   7/25（水）午後5：00～8：00 

 ３日目       7/26（木）午後1：30～4：30          最終日      7/26（木）午後5：00～8：00 

  

３年前からツアースケジュールに加わった本大会。全英オープン
と同週に開催される大会で、メジャー出場権を持たない若手やベ
テラン勢が大舞台への飛躍を狙い躍動する！ 

昨年大会は、下部ツアーを経てPGAツアー選手となったグレイソ

ン・マレーがツアー初優勝。ジョーダン・スピース、ジャスティン・ト
ーマスらと同年代の選手がまた一人これからのツアーを盛り上
げるか注目が集まる。 

ベテランが実力を見せ付けるか、はたまたルーキーが勢い良く
優勝をさらうか。全英オープンに勝るとも劣らぬ熱戦が期待され
る！ 

【大会概要】 
■開催日：7/19(木）～7/22（日） 
■場所：キーン トレースGC（ケンタッキー州） 
■賞金総額： 350万ドル(優勝賞金：63万ドル） 
■17年優勝：グレイソン・マレー（米国） 
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みんなのＰＧＡツアー 

【放送日】  
  ７月号  7/1（日）  午後0：00～0：30    

【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！ 

【国内ツアー 関連番組】 

 

＜放送日時＞ 

  ＃６０  7/2   （月）  午後11：00～11：15        ＃６１   7/9   （月） 午後11：00～11：15  

  ＃６２  7/16 （月・祝） 午後11：00～11：15       ＃６３   7/23 （月） 午後11：00～11：15 

  ＃６４  7/30 （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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【国内ツアー】 

ニッポンハムレディスクラシック 

一昨年から新たに開幕した本大会は、国内女子トーナメント第18戦

目。昨年大会では、同シーズンからツアー参戦した韓国のイ・ミニョ
ンが２位に６打差の大差をつけ優勝。イ・ボミ、キム・ハヌルら韓国
勢も達成できなかったシーズン１年目での複数優勝となった。 

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。 

開催コースのアンビックス函館倶楽部 上磯ゴルフコースは自然を

最大限に活かした戦略性の高いコース。１番ホールから躓かず、バ
ーディー発進したい！ 

【大会概要】 
■開催日：7/6(金）～7/8（日） 
■コース：アンビックス函館倶楽部 上磯ゴルフコース（北海道） 
■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＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 ２日目  7/7（土）午前6：30～10：15        最終日 7/8（日）午前7：00～10：00 

（※最大延長  [最終日]午前10：30まで） 
  

サマンサタバサ  
   ガールズコレクション・レディーストーナメント 

2012年に開幕し、今年で７回目を迎える本大会。トーナメント以外
にも、スペシャルLIVEやイベントが会場内で催され、大会を華やか
に盛り上げる。 

昨年大会では、国内ツアーデビュー戦となった韓国のキム・ヘリム
が後続に４打差で見事勝利。推薦出場のチャンスを活かし、これ
からの国内ツアー出場権を掴んだ。 

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
ースのイーグルポイントゴルフクラブ １番ホールは、飛距離よりも

正確性が要求されるパー４。選手のボールコントロールにぜひ注
目だ。 

【大会概要】 
■開催日：7/13(金）～7/15（日） 
■コース：イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県） 
■賞金総額：6000万円（優勝賞金：1080万円） 
■17年優勝：キム・ヘリム（韓国）  

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 ２日目 7/14（土）午前7：00～10：15           最終日 7/15（日）午前7：30～10：15 

 （※最大延長  [最終日]午前10：30まで） 
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【国内ツアー】 

大東建託・いい部屋ネットレディス 

真夏の山梨を舞台に繰り広げられる本大会は、今年4回目の
開催を迎える。 

昨年大会、優勝を手にしたのは３日間54ホールを終え、ボギー
なしでラウンドした成田 美寿々。最終日、１ホールのみボギー
を叩いたもののスコアは崩さず通算21アンダーで優勝。 

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。
開催コースの鳴沢ゴルフ倶楽部１番ホールは、やや打ち下ろし
のパー３。グリーンまでの距離を上手く把握した上でのクラブ選
択がキーとなる。 

【大会概要】 
■開催日：7/26(木）～7/29（日） 
■コース：鳴沢ゴルフ倶楽部（山梨県） 
■賞金総額：1億2000万円（優勝賞金：2160万円） 
■17年優勝：成田 美寿々 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 １日目  7/26（木） 午前7：00～午後1：00        ２日目  7/27（金） 午前11：00～午後3：30  

 ３日目  7/28（土） 午前8：00～午後0：30       最終日  7/29（日）  午前7：30～午後0：30 

≪ダイジェスト放送≫ 

 ３日目  7/28（土） 午後9：00～深夜0：00       最終日  7/29（日）  午後10：30～深夜0：00 

長嶋茂雄ＩＮＶＩＴＡＴＩＯＮＡＬ  
         セガサミーカップゴルフトーナメント 

初夏の北海道で開催される本大会。2007年からは長嶋茂雄氏
が大会名誉会長に就任し、現在の大会名となった。 

昨年大会を制したのは、米国出身のチャン・キム。大会内平均
飛距離は319.88ヤードと堂々１位のパワーヒッターが最終日６
バーディを獲得し逆転優勝。ツアー２勝目を飾った。 

開催コースのザ・ノースカントリーGCは、青木功プロがコース

設計・監修したコース。明確なコースマネジメントを要求されるコ
ースでの選手のプレーに注目だ。 

【大会概要】 
■開催日：7/5(木）～7/8（日） 
■コース：ザ ノースカントリーゴルフクラブ（北海道） 
■賞金総額：1億5000万円（優勝賞金：3000万円） 
■1７年優勝：チャン・キム（米国） 

＜放送日時＞ 

≪ダイジェスト放送≫ 

 ３日目  7/7（土） 午後8：30～9：30         最終日  7/8（日）  午後8：00～9：30 



【アマチュア競技】 

２０１８年度 第１０３回 日本アマチュアゴルフ選手権競技 

日本最古のゴルフ場、神戸ゴルフ倶楽部と、ニッポン・レース・クラブ・ゴルフ
ィング・アソシエーションとの対抗戦がきっかけとなって創始された今大会。
第１回大会は1907年。節目となる100回記念大会を越え、４日間のストロー
クプレーで国内アマチュア日本一の座を競う。 

レギュラーツアーでも活躍できるほどの実力を持つ学生が多い中、社会人ゴ
ルファーが意地を見せることができるか。今年のアマチュアゴルファーNo１
の栄冠は誰の手に！？ 

【大会概要】 
■開催日：7/3(火）～6（金） 
■コース：芥屋ゴルフ倶楽部（福岡県） 
■17年優勝：大澤 和也 

＜放送日時＞ 

 7/28(土) 午後0：30～2：00 

 

1953年に創始された、日本最古の女子ゴルフ個人戦。４日間のストローク
プレーにて女子アマチュア日本一を決める。 

2003年大会での宮里藍の優勝以降、ジュニアゴルファーの活躍が目立つ

本大会。近年では、比嘉真美子や森田遥、蛭田みなみ、勝みなみなど、
現在の女子ツアーでも活躍を続ける選手たちがこの大会から羽ばたいて
いった。ますますハイレベルになっていく女子アマチュアゴルファーたちが
今年もタイトル獲得を目指して熱戦を繰り広げる。 

【大会概要】 
■開催日：6/19(火）～22（金） 
■コース：嵐山カントリークラブ（埼玉県） 
■17年優勝：安田 祐香 

＜放送日時＞ 

 7/7（土) 午前10：15～11：45 

9 

２０１８年度 第６０回 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 

＜放送日時＞ 

 7/25（水) 午後10：00～11：30 

２０１８トヨタジュニアゴルフワールドカップ 

世界6大陸、70を超える国と地域での予選を勝ち抜いた24のジュニアゴルフ・ナショナルチームが、世界一を競うジ

ュニアゴルフ国別対抗世界選手権。将来有望なゴルファー育成と世界各国の選手同士の交流を目的とした今大会
に、日本勢では松山英樹を始め、谷原秀人、宮里優作、池田勇太、小平智などが出場したほか、海外選手でもジャ
スティン・ローズ、ヘンリク・ステンソン、ジョン・ラームなど世界で活躍するトッププレーヤーも大会OBに名前を連ね
ている。次世代のトッププロへの登竜門としての地位を築いているジュニアゴルフ世界大会の模様をお届けする。 

2017年度（第59回）大会 

 優勝 安田 祐香 

 

2017年度（第102回）大会 

 優勝 大澤 和也 
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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 7/1（日）  午前5：00～10 ：00       最終日 7/2（月） 午前5：00～10 ：00 

 （※最大延長  [最終日]午後0 ：00まで） 

【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） 

全英シニアオープンゴルフ選手権  
              ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ロレックス 

シニアメジャー最終戦。1987年から開催される今大会は、2003

年からシニアメジャーとして数えられるようになった。今年開催さ
れるセントアンドリュース オールドコースは「ゴルフの聖地」と称さ
れる世界最古のゴルフ場であり、幾度も全英オープンが開催され
ている名門ゴルフ場だ。 

注目はシニア入り以来、ツアーのトップを走り続けるベルンハルト
・ランガーだ。昨年大会を制しているだけでなく、過去10年で７度

の賞金王を獲得しているランガ－がシニアメジャー最終戦の優勝
候補本命だろう！ 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目前半 7/26（木） 午後8：00～10：30     １日目後半 7/26（木） 深夜0：30～3：00    

 ２日目前半 7/27（金） 午後8：00～10：30      ２日目後半 7/27（金） 深夜0：30～3：00 

 ３日目         7/28（土） 深夜0：00～3：00   最終日     7/29（日） 深夜0：00～3：00 

 （※最大延長  [最終日] 深夜4 ：00まで） 
 

 

【大会概要】 
■開催日：7/26(木）～7/29（日） 
■場所：セントアンドリュース オールドコース（スコットランド） 
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：304,869ドル） 
■17年優勝：ベルンハルト・ランガー（ドイツ） 
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【PGAツアーチャンピオンズ】 

コンステレーション シニアプレーヤーズチャンピオンシップ 

シニアメジャー第４戦。1983年から開催され、歴代優勝者にはア

ーノルド・パーマー、ジャック・ニクラウスなどその名を良く知られ
るレジェンドたちが名を連ねる。また大会優勝者には翌年の「ザ・
プレーヤーズ」出場資格が与えられる。 

昨年大会は、最終日を「66」でラウンドし、スコアを6つ伸ばしたス

コット・マッキャロンが優勝。大会４連覇を狙うベルン・ハルトラン
ガ－を1打差で抑え、見事メジャー大会初優勝を飾った。 

昨年覇者のマッキャロンはもちろん、今大会で複数回優勝をおさ
めているランガ－の活躍からも目が離せない！ 

＜放送日時＞ 
 １日目 7/18（水）午前7：00～9：00         ２日目 7/18（水）午前9：30～11：30  

 ３日目 7/19（木）午前6：00～7：30        最終日 7/19（木）午前8：30～10：00   

 

【大会概要】 
■開催日：7/12(木）～7/15（日） 
■場所：エクスムーアCC （イリノイ州） 
■賞金総額：280万ドル（優勝賞金：42万ドル） 
■17年優勝：スコット・マッキャロン（米国） 

【ヨーロピアンツアー】 

ＨＮＡ オーペン ド フランス 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 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      最終日前半 7/1（日） 午後8：30～10：00 

 最終日後半 7/1（日） 午後10：30～深夜1：30 

（※最大延長  [最終日後半]深夜2：00まで） 
 

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： 700万ドル（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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【ヨーロピアンツアー】 

ドバイデューティーフリー アイリッシュオープン  
       ｈｏｓｔｅｄ ｂｙ ザ・ローリーファウンデーション 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目 7/5（木） 午後6：30～深夜2：30      ２日目前半  7/6（金） 午後9：00～11：00 

 ２日目後半  7/6（金） 深夜0：00～2：30                  ３日目 7/7（土） 午後9：30～深夜1：30 

 最終日 7/8（日） 午後9：30～深夜1：00 

 （※最大延長  [最終日] 深夜2：00まで） 
 

1927年から続くアイルランドのナショナルオープン。ローリ

ー・マキロイがホストを務める。開催コースは、ホストのマキ
ロイもよく利用するというバリー・リフィンGCだ。 

２００６年にライダーカップが行われたKクラブで開催された

昨年大会は、谷原秀人、松山英樹の日本人選手２名が出
場。谷原は10位タイ、松山は14位タイとともに上位で大会

を終えた。今年も日本勢の出場があれば上位活躍が期待
できる欧州大会に注目だ！ 

【大会概要】 
■開催日：7/5(木）～7/8（日） 
■場所：バリーリフィンGC （アイルランド） 
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：-万ユーロ） 
■17年優勝：ジョン・ラーム（スペイン） 

アバディーンスタンダードインベストメンツ  
                    スコティッシュオープン 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目 7/12（木） 午後6：30～深夜2：30      ２日目 7/13（金） 午後9：00～深夜2：30 

 ３日目 7/14（土） 午後11：00～翌午前4：00    最終日 7/15（日） 午後11：00～翌午前4：00  

 （※最大延長  [最終日] 午前5：00まで） 
 

全英オープンの前週に開催される大会で、多くのPGAツア
ープレーヤーも調整のため参戦する大会だ。 

昨年大会では、スペインのラファ・カブレラベロが逆転優勝
。最終日は８バーディ、ノーボギーで一気にスコアボードを
駆け上がった。通算13アンダーで並んだカラム・シンクィン

をプレーオフ１ホール目で下し、ツアー通算３勝目を喜んだ
。 

翌週同国で開催される全英オープン出場権を持たない選
手たちにとって、本大会がチケットを手に入れる最後の機
会だ！ 

【大会概要】 
■開催日：7/12 (木）～7/15（日） 
■場所：ガレインGC（スコットランド） 
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：-万ポンド） 
■17年優勝：ラファ・カブレラベロ（スペイン） 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ＃２８（高山忠洋×宮里聖志）  7/4（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」。７月は高山忠洋と宮里聖志の全英オープン出
場者対決をお届け。 

1978年生まれの高山がゴルフを始めたのは高校卒業後の18

歳のとき。プロゴルファーを目指して研修生となった後、高校時
代に野球部で培った運動能力を生かしてわずか３年でプロ入り
。プロ5年目の2005年にツアー初優勝を果たすと、同年の「全
英オープン」で初メジャーも経験。この年は12月にツアー２勝目

を挙げる活躍を見せた。その後はケガの影響で、一時ツアー
から離脱するも、2010年に復活優勝を成し遂げると翌年も２勝
を挙げた。それ以降、優勝からは遠ざかっているが16年連続
でシード権を保持するトッププレーヤーの１人。 

一方、1977年生まれの宮里がゴルフを始めたのは３歳のとき。
“宮里3兄妹”の長男として、父・優氏の指導を受けて実力を磨
き、高山と同期となる1999年のプロテストに合格。2002年の「ミ

ズノオープン」で２位に入って「全英オープン」にも出場。アマチ
ュア時代から活躍していた弟の優作、妹の藍と比較されながら
も、2004年に念願のツアー初優勝を挙げた。前年優勝者とし

て臨んだ翌年は高山にプレーオフで敗れただけに、今回はそ
の雪辱を晴らしたいところ。 

そんな「全英オープン」出場経験者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＞ 

  ＃１  7/2   （月）  午後11：15～11：30        ＃２   7/9   （月） 午後11：15～11：30  

  ＃３  7/16 （月・祝） 午後11：15～11：30       ＃４   7/23 （月） 午後11：15～11：30 

 

 

プレメンレッスン２！ ～井上透メソッド～ 

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としてお届けしてきた「プレ男レッスン
」がリニューアル。スコアアップに悩むゴルファーの皆様に、ゴル
フネットワークが厳選するコーチの最新レッスン理論や練習ドリ
ルなどをお伝えする。 

今回は成田美寿々、穴井詩、川岸史果などのコーチを務める井
上透氏が登場。東京大学ゴルフ部の監督も務める井上氏が、
学業とゴルフを両立させるために培ってきた効率的な上達方法
を紹介していく。 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ～グリップ＆小物をサルベージ！～ギア猿クラブ診療所オープン！？ 

 7/6（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。 

今回はグリップを中心、小物をサルベージ。ルール上、パターの
グリップは断面が円形ではないものも認められていることに加え
て、握り方も人それぞれのため、パターグリップの形状や材質は
製品によって様々。近年は太い形状のグリップも流行している
が、果たして自分に合うグリップはどんな形状なのか。ゲストを
招いて、鹿又さんがゲストのクラブ選択の悩みに応える。果たし
て鹿又さんは“カリスマ”クラブフィッターと呼ばれる所以を見せ
ることができるのか！？ 

あすゴル！ゴルフ部 

＜放送日時＞ 

＃１４  7/1（日） 午後10：00～10：15      ＃１５  7/8（日） 午後7：00～7：15  

＃１６  7/15（日） 午後10：00～10：15     ＃１７  7/23（月） 午後8：15～8：30 

＃１８  7/29（日） 午後10：00～10：15 

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＞ 

  ＃７ 7/10（火） 深夜0：00～0：30           ＃８ 7/24（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！？ 

今回のゲストにはプロゴルファーの渡辺司、元プロ野球選手の三浦大輔、元スケート選手の清水宏保、そして美女ゴ
ルファーの越雲みなみが登場。 

＜放送日時＞ 

  ＃１３ 7/10（火） 午後9：30～10：00        ＃１４ 7/24（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。今回は俳優の里見浩太朗と西岡德馬をゲストに迎えてお届けする。 

スター☆ゴルフマッチⅡ 

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。 

７月も６月に続き、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ECCの社員２名をゲストに迎えてガチンコ対決が繰り広げられる！ 

 ＜放送日時＞ 

  #３３３ 7/10（火） 午後10：00～10：30         #３３４ 7/24 （火） 午後10：00～10：30 

  

 



【オリジナル番組】 
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ゴル魂 

＜放送日時＞ 

  ＃１０１ 7/3（火）  午後11：30～深夜0：00       ＃１０２ 7/10（火） 午後11：30～深夜0：00  

  ＃１０３ 7/17（火） 午後11：30～深夜0：00      ＃１０４ 7/24（火） 午後11：30～深夜0：00 

  ＃１０５ 7/31（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！ 

ゲストには、プロゴルファーの坂之下侑子、竹村真琴、そして元競泳選
手の宮下純一を迎えてお届けする。（#102まで） 

＜放送日時＞ 

  ＃３１ 7/11（水） 午後11：30～深夜0：00       ＃３２ 7/25（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＞ 

  ＃４０ 7/4（水）   深夜0：00～0：30      ＃４１ 7/11（水）  深夜0：00～0：30  

  ＃４２ 7/18（水）  深夜0：00～0：30        ＃４３ 7/25（水）  深夜0：00～0：30 
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【オリジナル番組】 

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ 
＜放送日時＞ 

  ＃１３８ 7/3（火） 午後10：30～11：00       ＃１３９ 7/10（火） 午後10：30～11：00  

  ＃１４０ 7/17（火） 午後10：30～11：00      ＃１４１ 7/24（火） 午後10：30～11：00 

  ＃１４２ 7/31（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＞ 

 ＃３ 7/3（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！！ 

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＞ 

  7/3（火） 午後11：00～11：30         7/10（火） 午後11：00～11：30  

  7/17（火） 午後11：00～11：30          7/24（火） 午後11：00～11：30 

  7/31（火） 午後11：00～11：30  

牧野裕のＥｎｊｏｙ Ｇｏｌｆ 
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※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「PRGR」の新製品情報をお届けする！ 

＜放送日時＞ 

 ～ＰＲＧＲ ギリギリ、全開 新ＲＳシリーズ登場    7/8（日) 午後0：00～0：30 

“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＞ 

＃７ 7/2（月） 午後11：30～深夜0：00       ＃８ 7/16（月・祝） 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/
http://www.golfnetwork.co.jp/

