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ゴルフネットワーク 
２０１８年９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7月26日 

今月の注目ラインアップ 

 
 
 
 
 

【9月は米国選抜vs欧州選抜の頂上決戦を特集！】 
 

①選ばれし24人が激突！ 

 米国と欧州のプライドをかけた熱戦を約30時間にわたって全ラウンド生中継！ 

  「米国×欧州 2018ライダーカップ」 
 

 ＜関連番組＞ 

  出場選手の大会にかける想いや、開幕までの出来事を時系列に併せて紹介していく。 

  「カウントダウン to ライダーカップ2018」 
            （P.2） 
 

②とことん1番ホール生中継は4大会を集中編成！ 

  「ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント」（女子） 
  「マンシングウェアレディース東海クラシック」（女子） 
  「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 

       ダイヤモンドカップゴルフ」（男子） 
  「日本女子オープンゴルフ選手権」（女子） ※ゴルフネットワーク初放送 

            （P3～4） 
 

③PGAツアーはシーズンクライマックス！プレーオフ3大会を放送！ 

  FedExCupプレーオフシリーズ 

   第2戦 「デルテクノロジーズチャンピオンシップ」 
   第3戦 「BMWチャンピオンシップ」 
   最終戦 「ツアーチャンピオンシップ」 
            （P.7～8） 
 

④9月は黄金世代で同窓・同級生対決！ 

  「ゴルフ真剣勝負 the MATCH（吉川桃vs植竹希望）」 
            （P.10） 
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【米国選抜 vs 欧州選抜対抗戦】 
 

米国×欧州 ２０１８ライダーカップ  

＜放送日時＞ ※全ラウンド 生中継 

  開会式  9/27（木）深夜0：00～1：00           １日目  9/28（金）午後3：00～深夜2：00  

  ２日目   9/29（土）午後3：00～深夜2：00           最終日  9/30（日）午後7：00～深夜2：00 

 （※最大延長 [開会式]深夜2：00 [最終日]深夜4：00まで） 

2年に1度行われる、米国と欧州の選手が国の威信を賭けた戦い。世界のトップクラス24名が今年はパリに集結
する。1927年、英国の大富豪サムエル・ライダーが提唱。当初は米国vs英国の対抗戦だった。賞金は支給され
ないが、この大会に選ばれることがゴルファーの誇りと名誉となる。前回大会では、ダスティン・ジョンソン、ジョー
ダン・スピース、フィル・ミケルソンらを擁し、近年最強といわれた米国選抜が終始リード。最終日のシングルス戦
も7勝4敗1分とし、通算成績17対11で2008年大会以来4大会ぶりとなる勝利を収めた。普段のトーナメントでは
見ることのできない選手たちの表情や、荒く、攻めるゴルフ。それぞれに想いを背負った選手たちが魅せる3日間
のプライドを賭けた戦いは見るものすべてを熱くする！ 
 

【大会概要】 
■開催日:9/28（金）～9/30（日） 
■場所：ル・ゴルフナショナル（フランス） 
■16年優勝：米国選抜 

【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 

いよいよ9/28（金）に開幕する「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＞  

 ＃３ 9/5（水）午後11：00～11：30           ＃４ 9/19（水）午後11：00～11：30     
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【国内ツアー】 

ゴルフ５レディス プロゴルフトーナメント 

国内女子ツアー26戦目。23回目の開催となる今年は、舞台を岐阜
県 ＧＯＬＦ５カントリーみずなみコースに移して開催される。昨年は、
ステップアップツアーを中心に戦っていたタイのO.サタヤが逆転優
勝。昨シーズン シード落ちを経験した悔しさをこの優勝で見事に晴
らした。ゴルフネットワークでは、今大会を「とことん1番ホール生中
継」でお届け！ＧＯＬＦ５カントリーみずなみコース １番ホールは、左

ドッグレッグのパー４。左傾斜の難関グリーンを選手たちがどのよう
に攻略するのか。セカンドショットの落とし場所に注目だ！  

【大会概要】 
■開催日：8/31（金）～9/2（日） 
■コース：ＧＯＬＦ５カントリーみずなみコース（岐阜県）  
■賞金総額：6000万円（優勝賞金：1080万円） 
■17年優勝： O.サタヤ（タイ） 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 ２日目 9/1（土）午前7：00～10：15           最終日 9/2（日）午前7：00～10：00 

 （※最大延長 [最終日]午前10：45まで） 
 

 

   

マンシングウェアレディース東海クラシック 

今年で49回目の開催となる歴史ある大会。年に一度、この大会だけ

のイベント「ドライビング女王コンテスト」にも注目だ。昨年優勝を手に
したのは、川岸良兼の娘としてジュニア時代からスポットを浴びてき
た川岸史果。最終日は８バーディー、ノーボギーの猛チャージで見事
ツアー初勝利。ゴルフネットワークでは、今大会を「とことん1番ホール
生中継」でお届け。新南愛知CC美浜コースの１番は、グリーンが大

きく距離感のつかみ難いミドルホール。しっかりとパーセーブして３日
間のプレーへ弾みをつけたい！ 

【大会概要】 
■開催日：9/14（金）～9/16（日） 
■コース：新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県） 
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円） 
■17年優勝：川岸 史果 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫   

 ２日目 9/15（土）午前7：00～10：15          最終日 9/16（日）午前7：00～10：15 

 （※最大延長   [最終日]午前10：30まで） 
≪ダイジェスト放送≫ 
 １日目  9/14（金）午後9：00～11：00         ２日目 9/15（土）午後11：00～深夜0：30 

 最終日 9/16（日）午後10：15～11：30 

≪ドライビング女王コンテスト≫ 
  9/15（土）深夜0：30～1：00 

 



4 

【国内ツアー】 

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 
                 ダイヤモンドカップゴルフ 

JGTOとアジアンツアー共同主管競技。日本勢が、アジアを主戦場

とするプレーヤーたちを迎え撃つ！昨年大会の優勝者は、かつて
アジアンツアーで武者修行の経験もある片岡大育。このツアー３勝
目によって国内、アジアン両ツアーのシード権を手にした片岡は嬉
し涙で頬を濡らした。ゴルフネットワークでは、「とことん1番ホール

生中継」をお届け！普段なかなかお目にかかれないアジアの名手
達のスイング、プレーをじっくりとご覧あれ！ 

【大会概要】 
■開催日：9/20（木）～9/23（日） 
■コース：武蔵カントリークラブ・笹井コース（埼玉県） 
■賞金総額：1億5000万円（優勝賞金：3000万円） 
■17年優勝：片岡 大育 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 ３日目 9/22（土）午前7：30～午後0：00       最終日 9/23（日）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≫ 
 ２日目  9/22（土）午前5：30～7：30          ３日目 9/23（日）午前5：45～7：00 

 最終日 9/24（月・祝）午後11：30～深夜1：00 

 

   

日本女子オープンゴルフ選手権競技 

国内女子メジャー第３戦であり、国内女子のナショナルオープン。大
会の歴史は長く、1968年から開催されている。昨年大会は、畑岡奈

紗が２位に８打差をつける大差で大会連覇を達成。大会連覇は樋
口久子以来、40年ぶり史上２人目の快挙。更に国内女子メジャー
72ホール最少ストローク更新（通算20アンダー）、ツアー３勝目最年
少記録更新（18歳261日）とツアー史に残る優勝となった。ゴルフネ
ットワークでは、「とことん1番ホール生中継」をお届け！千葉カント
リークラブ 野田コースの1番ホールは360ヤードのパー４。フェアウ
ェイ右にせり出した木にかかると、2打目でグリーンを狙えないため
、ティーショットでのフェアウェイキープがカギとなる。 

【大会概要】 
■開催日：9/27（木）～9/30（日） 
■コース：千葉カントリークラブ 野田コース（千葉県）  
■賞金総額：1億4000万円（優勝賞金：2800万円） 
■17年優勝：畑岡 奈紗 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 ３日目 9/29（土）午前7：00～午後0：15        最終日 9/30（日）午前7：00～午後0：15 

 （※最大延長   [最終日]午後0：30まで） 
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【国内ツアー】 

トップ杯東海クラシック 

名門「三好カントリークラブ」で開催される本大会は、今年で49
回目の開催。1993年までは、三好カントリークラブの東・西それ
ぞれのコースを使い、男女の「東海クラシック」が同週開催され
ていた。昨年は、同年３月に古閑美保と結婚した小平智がツア
ー通算５勝目を飾った。世界ランキングを78位にあげ、マスター
ズ出場資格である50位以内に大きく前進した。名物ホール「魔
の16番ホール」を終えるまでは、何打リードがあっても勝負の行
方はわからない！ 

【大会概要】 
■開催日：9/27（木）～9/30（日） 
■コース：三好カントリー俱楽部 西コース（愛知県） 
■賞金総額：1億1000万円（優勝賞金：2200万円） 
■1７年優勝：小平 智 

＜放送日時＞ 

≪ダイジェスト放送≫ 

 ３日目 9/30（日）午後0：30～2：00         

  

 最終日 10月放送予定 

 

【国内ツアー 関連番組】 

 

＜放送日時＞ 

  ＃６９  9/3   （月）     午後11：00～11：15      ＃７０   9/10 （月）      午後11：00～11：15  

  ＃７１  9/17 （月・祝）  午後11：00～11：15      ＃７２   9/24 （月・祝） 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 



【その他競技】 

２０１８年度 第２４回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 

日本ジュニアゴルフ選手権は1957年に創始された歴史ある大会で、男女それぞれで「12～14歳の部」「15～17歳の
部」にわかれて優勝を争う。過去には日本ゴルフ史を彩る名プレーヤー達が名を連ねており、近年では、2007年の
15歳～17歳の部で石川遼、2008年に今平周吾、2009年に松山英樹が優勝している。一方、女子では2014年の15歳
～17歳の部で勝みなみ、2015年に蛭田みな美、2016年に新垣比菜がそれぞれ優勝し、現在の国内ツアーでも活躍
を見せている。開催コースは、2020年東京オリンピックの舞台にもなる霞ヶ関CC。今大会で活躍する選手の中から
オリンピックに出場する選手が出てくる可能性は高いはず。将来の日本代表候補の誕生に注目だ。 

【大会概要】 
■開催日：8/15（水）～17（金） 
■コース：霞ヶ関カンツリー倶楽部（埼玉県） 
■2017年優勝 

女子15歳～17歳の部：菅沼菜々／12歳～14歳の部：堤姫乃 

男子15歳～17歳の部：鈴木晃祐／12歳～14歳の部：久常涼 

 

＜放送日時＞ 

 9/2（土） 午前11：00～午後0：00 
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イーグルカップ第４４回札幌オープンゴルフチャリティートーナメント 

今年で44回目を迎える今大会。地方オープンながらも優勝賞金1000万円が懸けられ、レギュラーツアーからも谷口徹や
藤田寛之などのベテランから、小鯛竜也、星野陸也などの若手まで多くのプロが参戦予定。優勝者には「ANAオープン」
や「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」への出場権も与えられるだけにシード権を持たないプロにとってもステップアップの
チャンス。2日間36ホールにわたって北の大地で繰り広げられる熱戦の模様を1時間のダイジェストでお届けする。 

【大会概要】 
■開催日：8/11（土・祝）、12（日） 
■コース：札幌ベイゴルフ倶楽部（北海道） 
■賞金総額：3500万円（優勝賞金：1000万円） 
■17年優勝：李 泰熙（イ テヒ） （韓国） 

＜放送日時＞ 

 9/9（日） 午後3：00～4：00 
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【PGA ツアー】 
 

ＢＭＷ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     9/6（木）深夜3：00～翌午前7：00（初回） /  9/7（金）午後8：00～11：00    

 2日目     9/7（金）深夜3：00～翌午前7：00（初回） /  9/8（土）午後8：00～11：00 

 3日目前半  9/8（土）深夜1：00～翌午前5：00（初回） /  

           9/9（日）午前9：00～午後1：00  /   午後6：00～10：00   

 3日目後半  9/9（日）午後1：00～3：00（初回） / 午後10：15～深夜0：15 

 最終日前半  9/9（日）深夜1：00～翌午前5：00（初回） /  9/10（月） 午後3：00～7：00  

 最終日後半  9/10（月）午後8：00～11：00 

FedExCUPプレーオフ第3戦。ランキング70位以内の選手が出場
し、予選落ちなしで争われる。今大会後、ランキング30位以内が
最終戦へ進む。昨年はマーク・リーシュマンが初日62をマーク。最
終日まで勢いは衰えず、4日間首位を守り、完全優勝。一昨年の

年間王者ローリー・マキロイやヘンリク・ステンソン、フィル・ミケル
ソン等ビッグネームが30位以内に入れずシーズンを終えるなど、
波乱が数多く起こる大会だ。 

【大会概要】 
■開催日：9/6（木）～9/9（日） 
■場所：アロニミンクGC(ペンシルベニア州)  

■賞金総額：900万ドル（優勝賞金：157.5万ドル） 
■17年優勝：マーク・リーシュマン（豪州） 
■FedExCupポイント：2,000 

 

デルテクノロジーズ 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    8/31（金）深夜3：30～翌午前7：00(初回） / 9/1（土）午後4：00～7：00 /午後10：00～深夜1：00  

 2日目    9/2（日）午前4：00～7：00 （初回）  /      午後4：00～7：00  / 午後10：15～深夜1：15   

 3日目前半  9/2（日）深夜2：00～翌午前5：00（初回）  / 9/3（月）午後5：30～8：30 

 3日目後半  9/3（月）午後0：00～2：00 （初回）  /      午後8：30～10：30    

 最終日前半 9/3（月）深夜0：30～翌午前5：00（初回）  / 9/4（火）午後1：00～5：30 

 最終日後半 9/4（火）午後6：30～9：30 

“チョコレート・ドロップ”と呼ばれるマウンドが特徴的なTPCボストンで行わ
れるFedExCUPプレーオフ第2戦。例年、最終ラウンドを9月第1月曜日（労
働者の日）に合わせるため、通常よりも1日遅い金曜日に開幕する。昨年
は混戦の中、3日目に63をマークしたジャスティン・トーマスが最終日も勢
いそのままに66をマークし、シーズン5勝目を勝ち取った。この勝利でポイ
ントランキングでも2位に浮上したトーマスは、好調を維持し年間王者に輝
いた。過去5年の大会優勝者のうち、3人が年間王者に輝いている（13年
ステンソン、16年マキロイ、17年トーマス）。年間王者を目指す選手達のス

コアマネジメントにも注目だ。 
 
【大会概要】 
■開催日:8/31（金）～9/3（月） 
■場所：TPCボストン（マサチューセッツ州） 
■賞金総額：900万ドル（優勝賞金：157.5万ドル） 
■17年優勝：ジャスティン・トーマス（米国） 
■FedExCupポイント：2,000 
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【PGA ツアー】 
 

ツアー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  9/20（木）深夜2：00～翌午前5：00（初回）  /  9/21（金）午後8：00～11：00   

 1日目後半  9/21（金）午後0：00～2：00（初回）       /  午後11：00～深夜1：00   

 2日目前半  9/21（金）深夜2：00～翌午前5：00（初回） /  9/22（土）午後8：00～11：00  

 2日目後半  9/22（土）午後0：00～2：00（初回）      /  午後11：00～深夜1：00   

 3日目前半  9/22（土）深夜1：30～翌午前5：00（初回）  /  9/23（日）午後3：00～6：00    

 3日目後半  9/23（日）午後0：00～2：00（初回）       /  午後6：00～8：00   

 最終日前半  9/23（日）深夜1：00～翌午前5：00（初回） /  9/24（月・祝）午後3：00～7：00  

 最終日後半  9/24（月・祝）午後8：00～11：00 

FedExCUPプレーオフ最終戦。この大会終了時のポイントで、年間
王者、勝利ボーナス1000万ドルの行方が決まる。ランキング30位

以内のトップオブトップが“球聖”ボビー・ジョーンズのホームコース
に集う。昨年は最終日2位タイでスタートしたザンダー・ショフレが68

をマークし逆転優勝、シーズン2勝目を勝ち取った。ポイントランキ
ング1位から5位まで戴冠の可能性があった混戦の年間王者争い
は、最終日66で2位に入ったジャスティン・トーマスがジョーダン・ス
ピースを逆転し初の年間王者に輝いた。 

【大会概要】 
■開催日:9/20（木）～9/23（日） 
■場所：イーストレイクGC（ジョージア州） 
■賞金総額：900万ドル（優勝賞金：157.5万ドル） 
■17年優勝：ザンダー・ショフレ（米国） 
■FedExCupポイント：2,000 

 

みんなのＰＧＡツアー 

【放送日】  
  ９月号  9/2（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！ 
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＜放送日時＞ 
 １日目  9/18（火）午後8：00～9：30         ２日目  9/19（水）午後8：00～9：30  

 最終日    9/20（木）午後8：00～9：30   

 

ザ・アリーチャレンジ 

アリーフィナンシャル・グループとマクラーレンヘルスケ
ア主催の今年初開催の大会。本社を置くミシガン州の
コース、ワーウィックヒルズG＆CCで行われる。09年ま
でPGAツアーのビュイックオープンが開催されたコース

で、タイガー・ウッズとビリー・メイフェアがコースレコー
ド61をマークしている。初日から白熱のバーディーラッ
シュが予想される！ 

【大会概要】 
■開催日：9/14（金）～9/16（日） 
■場所：ワーウィックヒルズG＆CC（ミシガン州） 
■賞金総額：200万ドル 

【PGAツアーチャンピオンズ】 

＜放送日時＞  

 １日目  9/26（水）午前10：00～11：30         ２日目  9/27（木）午前10：00～11：30   

 最終日    9/28（金）午前10：00～11：30    

 

サンフォードインターナショナル 

今年から新規開催となった本大会。サウスダコタ州に本社
を構えるサンフォードヘルスが冠スポンサーとなり、大会ホ
ストに全米ＯＰチャンピオンを2度制したアンディー・ノース

、アンバサダーにジャック・ニクラスを迎え開催される。開
催コースはミネハハカントリークラブ。1990年から2001年

まではウェブドットコムツアーのダコタ・デューン・オープン
が開催されていた。 

【大会概要】 
■開催日：9/21（金）～9/23（日） 
■場所：ミネハハカントリークラブ（サウスダコタ州） 
■賞金総額：180万ドル 

ショーチャリティー クラシック 

カナダ、キャニオン・メドウズG&CCで行われる大会。昨年優勝のスコット・マッキャロンは2日目から首位に立つと
、最終日も3アンダーと盤石の逃げ切りでシーズン4勝目を勝ち取った。15年から参戦しているPGAツアーチャン
ピオンズでは16年4月の結婚を機に調子を上げ、4月以降はツアー5勝。今年もアメリカンファミリーインシュランス
で優勝と好調を維持している。 

＜放送日時＞ 
 １日目  9/5（水） 午後4：00～5：30           ２日目   9/6（木）  午後4：00～5：30  

 最終日 9/7（金） 午後4：00～5：30  

【大会概要】 
■開催日：8/31（金）～9/2（日） 
■場所：キャニオン・メドウズG&CC（カナダ） 
■賞金総額：235万ドル（優勝賞金：35.25万ドル） 
■17年優勝：スコット・マッキャロン（米国） 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ＃３０ （吉川桃 vs 植竹希望）   9/5（水） 午後9：00～11：00  

1998年生まれの吉川がゴルフを始めたのは11歳のとき。中学・高校

時代は全国区で際立った活躍こそ挙げていないものの、地元の栃
木を中心に、「東京都ジュニア選手権」でも優勝する結果を残してい
る。2017年のプロテストは一発合格で突破し、今年出場したステップ
アップツアー3試合中2試合でTOP5に入る活躍を見せている。“黄金

世代”を代表する同期プロと比較するとアマチュア時代の実績では
及ばないものの、1つずつキャリアを積み上げていくことを胸に邁進
していく。 

 

一方、吉川の同級生でもある植竹がゴルフを始めたのは4歳のとき。

ジュニア時代は“シルバーコレクター”と揶揄されながらも数々の大
会でTOP3に入る活躍を見せて、2013年には「スタジオアリス女子オ
ープン」でツアー初出場。結果は19位タイに留まったものの、中学3

年生ながら最終日最終組を経験した。吉川と同じ東京の日出高校に
進学。高校時代は腰痛に苦しむも吉川と共に挑んだ2017年のプロ

テストは揃って合格。「勝負の先を読む」力を鍛錬するため、将棋や
チェスを趣味にする植竹が、自身の未来をどう切り開いていくのか。 

 

そんな同じ高校の同級生対決を制するのは果たして！？ 

ゴルフ真剣勝負 ｔｈｅ ＭＡＴＣＨ 

杉ちゃんが行く！秋吉翔太の未来像 

“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、男子ツアーで今勢いに乗っている秋吉翔太に突
撃取材。5月に開催された「全米オープン日本地区予選」

でトップの成績を収めて自身初のメジャー出場を決めたの
を皮切りに、その週末の「～全英への道～ミズノオープン」
でツアー初優勝、そして全英オープン出場権獲得。さらに
は、翌6月の「ダンロップ・スリクソン福島オープン」で早くも
ツアー2勝目を挙げた秋吉。今年、自身の可能性を大きく
広げた秋吉が見据える未来像とは！？ 

＜放送日時＞ 

   9/18（火） 午後10：00～10：30      
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ＃２  9/12（水） 午後11：00～11：30  

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 

＜放送日時＞ 

  ＃１  9/3   （月）        午後11：15～11：30       ＃２   9/10 （月）      午後11：15～11：30  

  ＃３  9/17 （月・祝） 午後11：15～11：30       ＃４   9/24 （月・祝） 午後11：15～11：30 

 

 

プレメンレッスン２！ ～江連忠メソッド～ 

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。 

今回はツアープロコーチの江連忠氏が登場。アメリカでゴルフを学び、「プ
ロを教えるプロ」としての日本での第一人者である江連氏が主宰する「江連
忠ゴルフアカデミー（ETGA）」。これまで多くのアマチュアゴルファーを指導

して培ったノウハウをもとに、“アマチュアだからこそ身に付けておくべき心
構えや練習法”を「ETGA流レッスンアラカルト」として全4回にわたり紹介し
ていく。 

＜放送日時＞ 

   9/2 （日）  午後0：00～0：15       

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ 

Ｔａｋｕ Ｍｉｙａｍｏｔｏ × ＲＡＮＧＥ ＲＯＶＥＲ ＶＥＬＡＲ 

「RANGE ROVER VELAR（レンジローバー ヴェラール）」。 

今年、“世界で最もデザイン性に優れた1台”を選ぶ「ワールドカー
デザイン オブ ザ イヤー」を受賞した同車を、“世界で最もゴルフ場

を美しく撮る”カメラマン・宮本卓氏が撮影する。「芸術品に言葉は
いらない」とテーマに、ナレーションを入れず、宮本氏のイメージす
る世界観の中、レンジローバー ヴェラールがある自然・ゴルフ場
の息遣いを表現していく。 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ～ラウンドしながらサルベージ（１）～華丸、ホームコースでベストスコアを狙う 

  9/7（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」の博多華丸さんの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、番組開始1

周年を経て自身のギアをフルチェンジした博多華丸さんが、
ホームコースのように足繁く通う大千葉カントリー倶楽部(千
葉県)でベストスコア更新に挑む。毎ホール登場する「ギア猿
チョイスギア」を使いながらベストスコア更新、そして夢の70

台は出せるのか！？ 

あすゴル！ゴルフ部 

＜放送日時＞ 

＃２３  9/2（日）   午後10：00～10：15     ＃２４  9/9（日）  午後10：00～10：15  

＃２５  9/16（日） 午後10：00～10：15     ＃２６  9/23（日）  午後8：30～8：45 

＃２７  9/30（日） 午後6：00～6：15 

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＞ 

  ＃１１ 9/4（火） 深夜0：00～0：30           ＃１２ 9/18（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！？ 

＜放送日時＞ 

  ＃１７ 9/4（火） 午後9：30～10：00        ＃１８ 9/18（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。今月も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＞ 

  #３３７ 9/11（火） 午後10：00～10：30         #３３８ 9/25（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＞ 

  ＃１１０ 9/4（火）   午後11：30～深夜0：00      ＃１１１ 9/11（火） 午後11：30～深夜0：00  

  ＃１１２ 9/18（火） 午後11：30～深夜0：00         ＃１１３ 9/25（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＞ 

  ＃３５ 9/5（水） 午後11：30～深夜0：00       ＃３６ 9/19（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＞ 

  ＃４９ 9/5（水）   深夜0：00～0：30      ＃５０ 9/12（水） 深夜0：00～0：30  

  ＃５１ 9/19（水）  深夜0：00～0：30        ＃５２ 9/26（水） 深夜0：00～0：30 
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【オリジナル番組】 

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ 
＜放送日時＞ 

  ＃１４７ 9/4（火）  午後10：30～11：00      ＃１４８ 9/11（火） 午後10：30～11：00  

  ＃１４９ 9/18（火） 午後10：30～11：00      ＃１５０ 9/25（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＞ 

 ＃５ 9/4（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＞ 

  9/4 （火） 午後11：00～11：30         9/11（火） 午後11：00～11：30  

  9/18（火） 午後11：00～11：30          9/25（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＞ 

 ＃１１ 9/3（月） 午後11：30～深夜0：00       ＃１２ 9/17（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！」 

 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「フォーティーン」「ディアマナ」の新製品情報をお届けする！ 

＜放送日時＞ 

 もう迷わせない！“やさＣ”ウェッジＣ－０３６    9/8（土）  午後7：00～7：30 

 ディアマナの新シリーズ「ＤＦ」が誕生！       9/15（土） 午前11：00～11：30 

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

