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ゴルフネットワーク 
２０１８年８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6月27日 

今月の注目ラインアップ 

 
 
 
 
 

【8月は全米プロゴルフ選手権を特集！】 
 

①今季海外メジャー最終戦。32時間にわたって全ラウンド生中継！ 

 「全米プロゴルフ選手権」 
 

 ＜関連番組＞ 

  1）トッププレーヤーたちの練習ラウンドを生中継でお届け！ 

     「全米プロゴルフ選手権 練習ラウンド」 
  2）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全米プロゴルフ選手権～」 
  3)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全米プロ編～」 
            （P.2～3） 
 

②とことん1番ホール生中継は女子ツアー2大会を放送！ 

  「とことん1番ホール生中継 北海道meijiカップ」 
  「とことん1番ホール生中継 ニトリレディスゴルフトーナメント」 
            （P.4） 
 

③海外女子メジャーも全ラウンド生中継！岡本綾子の解説でお届け！ 

  「全英リコー女子オープンゴルフ選手権」 
            （P.6） 
 

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全英オープン編～」 
            （P.3） 
 

⑤世界最強アマチュア決定戦の決勝トーナメントをお届け！ 

  「全米アマチュアゴルフ選手権」 
  「全米女子アマチュアゴルフ選手権」 
            （P.7） 
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【海外男子メジャー】 
 

全米プロゴルフ選手権 

＜放送日時＞  ※全ラウンド 生中継 

 １日目   8/9（木）深夜2：00～翌午前9：00（初回）       / 8/10（金）午後8：00～深夜2：00  

 ２日目   8/10（金）深夜2：00～翌午前9：00 （初回）  / 8/11（土・祝）午後5：00～午後11：00 

 ３日目   8/11（土・祝）午後11：00～翌午前8：00（初回） / 8/12（日）午後2：00～午後10：00 

 最終日   8/12（日）午後11：00～翌午前8：00（初回） / 8/13（月）午後3：00～午後11：00 

（※最大延長  [１日目]午前10：00、 [２日目]午前10：00、 [３日目]午前10：00、 [最終日]午前11：00まで） 
 

 

 
開催100回記念を迎えるメジャー大会。来年から5月開催へ変更となるため、今年が最後の8月開催となる。ミズーリ州
タウン・アンド・カントリーにある開催コース ベルリーブカントリークラブは2013年、井戸木鴻樹プロが全米シニアプロゴ
ルフ選手権で日本男子初となるメジャー制覇を成し遂げた舞台だ。 

松山英樹の涙が印象的だった昨年大会。2日目に64を記録し、一気に優勝争いに加わると、最終日バックナインを単
独トップで迎えた。しかし、11番から13番まで連続ボギー、難関の“グリーンマイル”と称される16番で痛恨のボギーで
万事休す。インタビューでは一言、「悔しいです。」と涙を拭いながら答えた。優勝はジャスティン・トーマス。首位と2打差
でスタートした最終日、終始我慢のゴルフを展開。9番で11mのバーディパットを沈めると、10番ではカップの縁に止ま

るかに見えたバーディパットがカップへ落ち、流れを一気に引き寄せた。メジャーを初めて制覇したトーマスは、この後
一気にシーズン王者まで駆け上がった。 

杉澤プロキャディーが、「これはひとつの幕開け」と語ったインタビューから1年。今年こそ悲願の優勝へ…今年も4日間
合計32時間にわたり生中継でお届けする。 

【大会概要】 
■開催日：8/9(木）～8/12（日） 
■場所：ベルリーブCC(ミズーリ州） 
■賞金総額：1,050万ドル（優勝賞金：189万ドル） 
■17年優勝：ジャスティン・トーマス（米国） 

【全米プロゴルフ選手権 関連番組】 
 

全米プロゴルフ選手権 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「全米プロゴ
ルフ選手権」で実施！ 

シーズン最後のメジャーを前にする選手たちに密着。 

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＞  

 前半 8/7（火）深夜0：30～2：30       後半 8/7（火）深夜3：00～翌午前5：00 

（※最大延長  [前半]深夜3：00まで） 
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【全米プロゴルフ選手権 関連番組】 
 

松山英樹を見た証言～２０１８全米プロ編～ 

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5弾。今回は「全米プロ
ゴルフ選手権」での松山英樹を分析する。 

昨年大会では、最終日に一時首位に立つ活躍を見せたが、終盤にス
コアを伸ばせず、惜しくも勝利は松山の手からこぼれ落ちていった。イ
ンタビュー時に言葉を発することができず、悔し涙を流した松山の姿が
印象に残るシーンとなった。 

その悔しさに“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＞  

  8/19（日）午後2：00～3：00 

【メジャー大会 関連番組】 
 

松山英樹を見た証言～２０１８全英オープン編～ 

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4弾。今回は「
全英オープンゴルフ選手権」での松山英樹を分析する。 

昨年大会では、最終日に5位からスタートした松山だったが、1番ホ
ールでOBを叩いてスタートからつまづくと、勢いに乗れず14位で
終戦。悔やまれる第1打となってしまった。  

それでも、日本人選手として海外メジャー制覇に最も近いところに
いる松山英樹。今大会で松山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＞  

  8/1（水）午後8：00～9：00 

メジャーに挑む日本人ゴルファー  
                ～２０１８全米プロゴルフ選手権～ 
 

プロゴルファーNo.1決定戦「全米プロゴルフ選手権」に挑む日本人

選手を紹介しながら、彼らがどんな想いで今大会に挑むのか、イン
タビューを交えてその意気込みをお届けする。 

また、番組では2013年の「全米プロシニアゴルフ選手権」で日本勢

初優勝を成し遂げた井戸木鴻樹と佐藤信人の対談が実現。井戸木
が優勝した同大会の開催コースは、今年の「全米プロゴルフ選手権
」が行われるベルリーブCC。井戸木自身の経験を踏まえたコース
の攻略ポイントや大会の見どころなどを紹介していく。 

＜放送日時＞  

  8/1（水) 午後11：00～11：30 
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【国内ツアー】 

北海道ｍｅｉｊｉカップ 

1978年からずっと北海道で開催され続けている本大会。2011年か
ら開催コースとなっている札幌国際カントリークラブ にて今年も闘い
が繰り広げられる。 

昨年大会、優勝カップを手にしたのは当時21歳の森田遥。優勝後
に「勝因はパットです」とインタビューで語った森田は、3番ホールで
約15mのロングパットを沈め1つ目のバーディを奪うと、その後も５
つのバーディを獲得し、見事逆転でのツアー初優勝となった。 

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！緊張のスタートホールを放送いたします。開催コースの札
幌国際カントリークラブは自然を最大限に活かした戦略性の高いコ
ースだ。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：8/3(金）～8/5（日） 
■場所：札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道) 

■賞金総額：9000万円（優勝賞金：1620万円） 
■17年優勝：森田 遥 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 ２日目 8/4（土）午前7：00～10：15  最終日 8/5（日）午前7：30～10：15 

 （※最大延長 [最終日]午前10：30まで） 
 

≪ダイジェスト放送≫ 

 １日目  8/4（土）午前5：30～7：00       ２日目 8/5（日）午前6：00～7：30 

 最終日 8/6（月）深夜0：00～1：15  

 

   

ニトリレディスゴルフトーナメント 

2010年から真夏の北海道を舞台に繰り広げられている本大会で、今
年も４日間の戦いが始まる。 

昨年大会は、過去に米国女子ツアーで賞金女王にも輝いたことのあ
る韓国の申ジエが通算10アンダーで優勝。同シーズン、何度もトップ
10に入りながら勝ち星をあげれなかったが、遂にシーズン初勝利。 

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！緊張のスタートホールを放送いたします。開催コースの小樽
カントリー倶楽部１番ホールは、距離のあるやや左ドッグレッグの406

ヤード パー４。選手の豪快なティーショットの注目だ。 

【大会概要】 
■開催日：8/23(木）～8/26（日） 
■場所：小樽カントリー倶楽部(北海道) 

■賞金総額：1億円（優勝賞金：1800万円） 
■17年優勝:申 ジエ（韓国） 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 ３日目 8/25（土） 午前8：30～午後1：00       最終日 8/26（日）午前7：00～10：00 

 （※最大延長   [最終日]午前10：30まで） 
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【国内ツアー】 

CAT Ladies 

箱根の夏を飾る風物詩でもある今大会が、今年も「大箱根カン
トリークラブ」を舞台に行われる。 18ホールがすべて手作りとい

う個性あふれたレイアウトで自然の起伏と傾斜がそのまま生か
されている。 

昨年大会はディフェンディングチャンピオンのイ・ボミが大会連
覇を達成。最終日前夜にはチームで作戦会議を行い、当日は
しっかりと作戦通りペースキープに努めた。28歳最後の日に嬉
しい８ヵ月ぶりの優勝となった。 

今シーズン、まだ勝ち星のないイ・ボミだがこの大会で３連覇を
成し遂げ、後半戦に向けて調子を上げられるか注目だ。 

【大会概要】 
■開催日：8/17(金）～8/19（日） 
■場所：大箱根カントリークラブ（神奈川県） 
■賞金総額：6000万円（優勝賞金：1080万円） 
■17年優勝：イ・ボミ（韓国） 

＜放送日時＞ 

≪ダイジェスト放送≫ 

 最終日 8/19（日） 午後10：30～深夜0：00  

 

   

【国内ツアー 関連番組】 

 

＜放送日時＞ 

  ＃６５  8/6   （月）  午後11：00～11：15        ＃６６   8/13 （月） 午後11：00～11：15  

  ＃６７  8/20 （月） 午後11：00～11：15            ＃６８   8/27 （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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【海外女子メジャー】 
 

＜放送日時＞ ※ 全ラウンド生中継 

 １日目 8/2（木）午後7：00～深夜2：00 （初回）  / 8/3（金）午後4：00～7：00    

 ２日目 8/3（金）午後7：15～深夜2：00（初回）  / 8/4（土）午後5：00～8：00     

 ３日目 8/4（土）午後8：15～深夜3：00 （初回）  / 8/5（日）午後5：00～8：00  

 最終日 8/5（日）午後8：15～深夜3：00 （初回）  / 8/6（月）午後2：00～5：00   

 （※最大延長   [最終日]8/6（月）午前 6：00まで） 
 

女子メジャー第４戦。2001年にメジャー昇格した本大会が開

催されるのは名コース「ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフ
クラブ」。パー3から始まるこのコースは、200を超えるバンカ

ーが選手達を苦しめる。加えてお馴染みの海風をいかに攻略
できるかが勝利への鍵となる。 

昨年大会には、鈴木愛、川岸史果、上原彩子、野村敏京、西
山ゆかり、宮里藍、堀琴音ら日本勢７選手が出場。同年国内
ツアー賞金女王となった鈴木愛が14位タイで日本勢最高位と
なった。 

過去には宮里美香、上田桃子ら日本人選手もトップ10入りを
果たしている大会だけに、日本勢の優勝争いを期待したい！ 

アース・モンダミンカップ終了時点（6/24）での国内女子賞金ラ

ンキングにより、日本勢からは成田美寿々、比嘉真美子、岡
山絵里が出場資格を獲得した。出場意向が決まれば、大い
に活躍が期待できる。 

【大会概要】 
■開催日：8/2（木）～8/5（日） 
■場所：ロイヤルリザム＆セントアンズ ゴルフクラブ（英国） 
■賞金総額：賞金325万ドル（優勝賞金：-万ドル） 
■1７年優勝：キム・インキョン（韓国） 

全英リコー女子オープンゴルフ選手権 

【ライダーカップ 関連番組】 
 

カウントダウン ｔｏ ライダーカップ２０１８ 

9/28（金）にいよいよ開幕する「ライダーカップ」。２年に一度開催される欧州選抜と米国選抜の対抗戦である今

大会。選ばれた２４人のみが出場を許され、選手たちはチームのため、自身の誇りのため、全身全霊で挑む。そ
れだけに勝利の歓喜、敗北の悲哀など選手たちは感情がむき出しにし、その熱量はギャラリーを巻き込む。 

そんな「ライダーカップ」をゴルフネットワークでは独占生中継でお届け。その開幕を前に、ジム・フューリック（米
国選抜主将）、トーマス・ビヨーン（欧州選抜主将）の戦いにかける想いや、出場選手たちの意気込みを全４回に
わたりお伝えする。お見逃しなく！ 

＜放送日時＞  

 ＃１ 8/8（水） 午後11：00～11：30           ＃２ 8/22（水） 午後11：00～11：30     
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【全米アマチュア男女競技】 
 

＜放送日時＞※１回戦 生中継 
 １回戦   8/9（木）午前5：00～8：00    ２回戦・３回戦 8/10（金） 午前10：00～午後1：00 

 準々決勝 8/11（土・祝）午前10：00～午後1：00    準決勝    8/12（日） 午前10：00～午後1：00   
 決勝    8/13（月）午前11：30～午後2：30 

 
 

全米女子アマチュアゴルフ選手権 

150名を超す出場者たちが1週間かけて世界最強女子アマチュアを決定する。 

まず最初の2日間で36ホールのストロークプレーによる予選ラウンドで上位64人に絞り込むと、そこからは1対1のマ
ッチプレーで勝敗を決めていく。決勝戦のみ36ホールで行われ、その過酷な戦いを制したものが栄冠を掴み取る。
歴代優勝者の中には、現在もLPGAツアーで活躍を続けるモーガン・プレッセル（2005年大会優勝）や、リディア・コ（
2012年大会優勝）、そして1985年には服部道子が名を連ねる。また2016年大会では畑岡奈紗が準々決勝まで駒を
進め健闘するなど日本勢の活躍も光っている。 

優勝・準優勝者には、翌年の全米女子オープンへの出場権が与えられるだけに、過酷な1週間を勝ち抜き、世界へ
の足掛かりを掴むのは果たして誰か！？ 

【大会概要】 
■開催日：8/6（月）～8/12（日） 
■場所：ゴルフクラブ・オブ・テネシー（テネシー州） 
■17年優勝：ソフィア・シューベルト（米国） 

＜放送日時＞ ※１回戦、２・３回戦、準々決勝、決勝 生中継 
 １回戦     8/16（木）午前6：00～9：00       ２回戦・３回戦  8/17（金）午前8：00～11：00 

 準々決勝  8/18（土）午前8：00～11：00       準決勝       8/19（日）午前5：00～8：00  
 決勝     8/20（月）午前5：30～8：30 

 （※最大延長   [最終日]午後1：00まで） 
 

300名を超す出場者たちが1週間かけて世界最強アマチュアを決定する。 

まず最初の2日間で36ホールのストロークプレーによる予選ラウンドで上位64人に絞り込むと、そこからは1対1のマ
ッチプレーで勝敗を決めていく。決勝戦のみ36ホールで行われ、その過酷な戦いを制したものが栄冠を掴み取る。歴
代優勝者には、史上唯一となる3連覇を果たしたタイガー・ウッズやフィル・ミケルソン、マット・クーチャーなど、世界の

トッププレーヤーたちが名を連ねており、優勝者に与えられる、翌年のマスターズ、全米オープン、全英オープンへの
出場権は、まさに「世界への足ががり」となる。2015年大会を制したブライソン・デシャンボーもまた、PGAツアーで勝
ち星をあげ、メジャー大会でも存在感を存分に発揮している。 

過酷な1週間を勝ち抜き、世界最強アマチュアの座に着くのは果たして誰か！？ 

【大会概要】 
■開催日:8/13(月）～8/19（日） 
■場所：ペブルビーチ ゴルフリンクス（カリフォルニア州） 
■17年優勝：ドック・レッドマン（米国） 

全米アマチュアゴルフ選手権 
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【PGA ツアー】 
 

バラクーダチャンピオンシップ 

＜放送日時＞  
 １日目  8/6（月）午前10：30～午後1：00    /    ２日目  8/7（火）午前10：30～午後1：00 

 ３日目  8/8（水）午前10：00～午後1：00      /    最終日  8/9（木）午前10：00～午後1：00 

WGC-ブリヂストンインビテーショナルと同週に開催されるこの大
会。PGAツアーで唯一、ステーブルフォード方式で行われる。第

一次世界大戦で軍医として活躍した英国人、フランク・ステーブル
フォード博士が考案したとされるこの方式は地元ウォラシーGCが

あまりに難解なコースだった為、最終ホールまで楽しめる方法とし
て考案された。 

 

昨年大会、最終日22位からスタートしたクリス・ストラウドが今大
会のベストスコアをマークし、猛追。三つ巴のプレーオフに突入し2

ホール目で勝負を決めた。 

【大会概要】 
■開催日:8/2(木）～8/5（日）  

■場所：モントルーG&CC（ネバダ州） 
■賞金総額： 340万ドル(優勝賞金：57.6万ドル） 
■17年優勝：クリス・ストラウド（米国） 

WGC-ブリヂストンインビテーショナル 

＜放送日時＞ ※1日目前半、2日目前半、3日目前半 生中継 

 １日目前半  8/2（木）深夜2：30～翌午前5：00     /  １日目後半  8/3（金）午後0：00～2：00   

 ２日目前半  8/3（金）深夜2：30～翌午前5：00     /  ２日目後半  8/4（土）午前10：15～午後0：15   

 ３日目前半  8/4（土）深夜3：00～翌午前5：00   /   ３日目後半  8/5（日）午前10：30～午後0：30   

 最終日前半  8/6（月）午後5：30～7：30              /   最終日後半  8/6（月）午後7：30～10：30 

WGC（世界ゴルフ選手権）シリーズ第3戦。世界の精鋭達が名門フ
ァイヤーストーンCCに集う！ 

99年から同地で行われてきたこの大会も、来季から「WGCフェデッ
クスセントジュードインビテーショナル」としてTPCサウスウィンドで
開催されることが決まっている。 

昨年は、松山英樹がコースレコードタイ記録となる「61」をマークして
、2016年の「HSBCチャンピオンズ」に続くWGCシリーズ2勝目を挙
げた。2013年大会の予選ラウンドで、松山と同組でラウンドしたタイ
ガー・ウッズがマークした「61」。かつては松山自身が「次元が違う」
とコメントしたタイガーの記録に肩を並べた瞬間だった。 

前年優勝者として臨む松山に注目が集まる今大会の模様を全ラウ
ンド余すことなくお届けする。 

【大会概要】 
■開催日:8/2(木）～8/6（日） 
■場所：ファイヤーストーンCC（オハイオ州） 
■賞金総額： 1000万ドル(優勝賞金：166万ドル） 
■17年優勝：松山英樹 
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【PGA ツアー】 
 

ザ・ノーザントラスト 

＜放送日時＞ ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 1日目  8/23（木）深夜3：00～翌午前7：00（初回）    /  8/24（金）午後8：00～11：00    

 2日目  8/24（金）深夜3：00～翌午前7：00（初回）    /  8/25（土）午後10：00～深夜1：00  

 3日目前半  8/25（土）深夜2：00～翌午前5：00（初回） /  8/26（日）午後7：00～10：00  

 3日目後半  8/26（日）午前10：30～午後0：30（初回）   / 午後10：15～深夜0：15 

 最終日前半  8/26（日）深夜1：00～翌午前5：00（初回） /  8/27（月）午後3：00～6：30  

 最終日後半  8/27（月）午後8：00～11：00  

選ばれし125名によるプレーオフ初戦。優勝者には通常の4

倍のFedExカップポイントが付与され、全員に年間王者にな
る可能性がある。 

昨年はダスティン・ジョンソンが首位ジョーダンスピースを猛
追、プレーオフで抜き去り、優勝。FedExCupランク1位に躍り
出た。 

年間王者のタイトルを狙うには、残されたプレーオフの大会で
好成績を残さなくてはならない！ 

【大会概要】 
■開催日:8/23(木）～8/26（日） 
■場所：リッジウッドCC(ニュージャージー州)  

■賞金総額： 900万ドル(優勝賞金： 157.5万ドル） 
■17年優勝：ダスティン・ジョンソン（米国） 

ウィンダム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     8/17（金）午前4：00～7：00（初回）            / 午後8：00～11：00    

 2日目     8/18（土）午前4：00～7：00（初回）            / 午後8：00～11：00  

 3日目前半     8/18（土）深夜2：00～翌午前5：00（初回） / 8/19（日）午前9：00～午後0：00  

                                      / 8/19（日）午後5：00～8：00  

 3日目後半  8/19（日）午後0：00～2：00（初回）            / 午後8：00～10：00 

 最終日前半  8/19（日）深夜2：00～翌午前5：00（初回） /  8/20（月）午後4：30～7：30  

 最終日後半  8/20（月）午後8：00～11：00 

レギュラーシーズン最終戦。ランキング上位勢はプレーオフシリ
ーズへ、下位勢はレギュラーツアーのフルシード権を賭けての戦
いになる。2003年には丸山茂樹がブラッド・ファクソンの追撃を
退けツアー3勝目を挙げている。 

 

昨年大会は初日から好調を維持したヘンリク・ステンソンが最終
日でも8バーディ2ボギーの64で逃げ切った。 

来季シード権獲得をかけた最後の闘いを見逃すな！ 

【大会概要】 
■開催日:8/16(木）～8/19（日） 
■場所：セッジフィールドCC（ノースカロライナ州） 
■賞金総額： 600万ドル(優勝賞金：104.4万ドル） 
■17年優勝：ヘンリク・ステンソン（スウェーデン） 
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みんなのＰＧＡツアー 

【放送日】  
  ８月号  8/5（日）  午後0：30～1：00    

【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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＜放送日時＞ 
 １日目  8/22（水）午後5：00～6：30        ２日目  8/23（木）午後5：00～6：30  

 最終日    8/24（金）午後5：00～6：30    

 

ディックススポーティンググッズ オープン 

2007年にスタートした大会。1927年に地元靴メーカーのオーナーが従業員達に、自分

の好きなゴルフを楽しんでもらう為に創ったゴルフ場が舞台だ。「ボールを失くさないよう
に」と、当初はフラットに造成されたが、1998年に行われた改造により起伏を増し、チャ
ンピオンズツアーイベントが開催出来るコースへと変貌を遂げている。 

各選手、シーズン折り返しとなる今大会で優勝し、年間王者へ一直線に進みたいところ
だ！ 【大会概要】 

■開催日：8/17(金）～8/19（日） 
■場所：エンジョイGC（ニューヨーク州） 
■賞金総額：205万ドル（優勝賞金：30万ドル） 
■17年優勝：スコット・マッキャロン（米国） 

【PGAツアーチャンピオンズ】 

＜放送日時＞  

 １日目  8/29（水）午後8：00～9：30      ２日目  8/30（木）午後8：00～9：30   

 最終日    8/31（金）午後8：00～9：30    

 

ボーイングクラシック 

ジャック・ニクラウス設計のザ・クラブat スノクオルミーリッジで開催される大会。カスケード山脈の麓にレイアウト
された同コースは、高低差227メートルを誇る。スケールの大きいゴルフが求められる大会となるだろう。 

昨年大会では、初日を「65」で終え首位につけたジェリー・ケリーがその後も首位を譲らない完全優勝でツアー初
優勝を飾った。優勝者に贈られるクリスタルボールを掲げるのは誰だ！？ 

【大会概要】 
■開催日：8/25(金）～8/27（日） 
■場所：ザ・クラブat スノクオルミーリッジ（ワシントン州） 
■賞金総額：210万ドル（優勝賞金：31.5万ドル） 
■17年優勝：ジェリー・ケリー（米国） 

３Ｍチャンピオンシップ 

1993年にスタートした大会で、今年が26回目の開催となる。例年ビッグスコアが飛び
出す大会だが、昨年も例外ではなかった。昨年、通算20アンダーというビックスコアで

大会を制したのは、ポール・ゴイドス。初日は２アンダーとスコアを伸ばせなかったが、
２日目、最終日でスコアを一気に伸ばし、勢いそのままジーン・サワーズとのプレーオ
フを制した。今年はどこまでスコアを伸ばしてくれるのか。選手たちのバーディラッシュ
に期待だ！ 

＜放送日時＞  

 １日目  8/15（水）午後3：00～4：30       ２日目  8/16（木）午後3：00～4：30   

 最終日    8/17（金）午後3：00～4：30    

【大会概要】 
■開催日：8/3(金）～8/5（日） 
■場所：TPCツインシティーズ（ミネソタ州） 
■賞金総額：175万ドル（優勝賞金：26.25万ドル） 
■17年優勝：ポール・ゴイドス（米国） 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ＃２９  8/1（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」。 

ストロークプレー形式で行われるトーナメントが主流となってい
る現在だが、「ライダーカップ」「プレジデンツカップ」に代表され
るチーム対抗戦ではマッチプレー形式が採用されている。それ
はお互いの優劣がはっきりと決するから。つまり、マッチプレー
の中にこそ真剣勝負の醍醐味がある。 

ゴルフ専門チャンネルだから見ることのできるマッチメイクで、
プロ同士の真剣勝負を２時間にわたって放送。番組ではプロ
のテクニックに留まらず、クラブ選択や状況判断などのプロの
考え方も紹介し、アマチュアゴルファーにも参考になる情報を
お届けする。 

ゴルフ真剣勝負 ｔｈｅ ＭＡＴＣＨ 

ゴルフのたすき2018 

ゴルフネットワークがダンロップ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＞ 

 ＃３   8/19（日） 午後4：30～4：45      
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ＃１  8/15（水） 午後8：00～8：30  

ゴルフアプリ「ゴルフネットワークプラス」で好評配信中の「ガチ！ゴルフGrandPrix」。その1コーナーとしてお届けし
ている「真逆のゴルフ理論」を番組化！ 

最長飛距離430ヤードを誇る、日本を代表する飛ばし屋・浦大輔と女性ながら最長飛距離300ヤードで数多くのドラコ
ン選手権優勝の経歴を持つ飛ばしの女王・林佳世子が今までの常識を覆す理論で飛距離アップを目指す。 

ゴルファーなら誰もが欲しい飛ばしの力。飛ばし屋直伝のテクニック満載でお届けする。 

特別版！ 真逆の飛ばし理論 

未来のこどもたちへ ～第５回栄和リサイクル株式会社  
         スナッグゴルフ支援プロアマチャリティーコンペ～ 

ゴルフの基礎的な要素を全て持ち合わせていながらも、ルールはわかりやすく、そして広さの限られた場所でも充
分に楽しめるスポーツであるスナッグゴルフ。「Starting New at Golf（ゴルフを始めるために）」の頭文字を取った「
SNAG」には「くっつく」という意味があり、ボールとターゲットが「くっつく」用にデザインされていることからスナッグ
ゴルフと命名されるに至っている。 

日本ゴルフツアー機構（JGTO）では、将来的なゴルフの普及を目的に、まずは子供たちにゴルフを楽しむきっかけ

を作るべく、ジュニアのスナッグゴルフ大会の開催などに努めている。番組ではそんなスナッグゴルフ支援を目的、
5月29日（月）に千葉カントリークラブ梅郷コース（千葉県）で開催されたチャリティコンペの模様をお届けする。小平
智や今平周吾など31人の参加プロのみならず、他のプロからも持ち寄られた秘蔵の逸品が出品されたチャリティ
オークションの様子も紹介する。 

＜放送日時＞ 

 8/12（日） 午後1：00～1：30  
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ～練習器具をサルベージ！～その症状に効く？それとも効かない？ 

  8/4（土） 午後4：00～5：00 

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。 

今回は練習器具をサルベージ。世の中に数えきれないほど存
在するゴルフ練習器具。スイングを矯正する器具1つを例にとっ

ても、その形状や素材、大きさなど多種多様。番組では、様々な
練習器具を実際に試してみながら、どんな症状・どんな目的に
適したものか探っていく。「果たしてこれは何に使うのか」という
ようなおもしろ器具も登場するかも！？ 

あすゴル！ゴルフ部 

＜放送日時＞ 

＃１９  8/5（日） 午後4：00～4：15      ＃２０  8/12（日） 午後10：00～10：15  

＃２１  8/19（日） 午後10：00～10：15     ＃２２  8/26（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！ 



15 

【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃９ 8/7（火） 深夜0：00～0：30           ＃１０ 8/21（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！？8月は、これまでの総集編を
まとめてお届け。 

＜放送日時＞ 

  ＃１５ 8/7（火） 午後9：30～10：00        ＃１６ 8/21（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 

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。 

今月は９月に開幕する米国選抜VS欧州選抜対抗戦「ライダーカップ」の直前企画として、ライダーカップで行われる

ダブルス戦（フォアボール）でチーム対決！番組でおなじみ宮本勝昌プロ、岡崎錬プロチームに挑むのは、日本体育
大学在籍で将来を嘱望される石川航（石川遼の弟）と河本力だ。プロチーム相手にどこまで実力を発揮できるか注
目だ！ 

 ＜放送日時＞ 

  #３３５ 8/14（火） 午後10：00～10：30         #３３６ 8/28（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＞ 

  ＃１０６ 8/7（火）  午後11：30～深夜0：00      ＃１０７ 8/14（火） 午後11：30～深夜0：00  

  ＃１０８ 8/21（火） 午後11：30～深夜0：00        ＃１０９ 8/28（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＞ 

  ＃３３ 8/8（水） 午後11：30～深夜0：00       ＃３４ 8/22（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＞ 

  ＃４４ 8/1（水）   深夜0：00～0：30      ＃４５ 8/8（水）    深夜0：00～0：30  

  ＃４６ 8/15（水）  深夜0：00～0：30        ＃４７ 8/22（水） 深夜0：00～0：30 

  ＃４８ 8/29（水）  深夜0：00～0：30 
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ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ 
＜放送日時＞ 

  ＃１４３ 8/7（火） 午後10：30～11：00       ＃１４４ 8/14（火） 午後10：30～11：00  

  ＃１４５ 8/21（火） 午後10：30～11：00      ＃１４６ 8/28（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＞ 

 ＃４ 8/7（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＞ 

  8/7（火） 午後11：00～11：30         8/14（火） 午後11：00～11：30  

  8/21（火） 午後11：00～11：30          8/28（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）】 

“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＞ 

 ＃９ 8/6（月） 午後11：30～深夜0：00       ＃１０ 8/20（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/
http://www.golfnetwork.co.jp/

