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今月の注目ラインアップ 

 
 
 
 
 

【10月は国内男子・シニアメジャーを生中継！】 
 

①国内男子・シニアのメジャー大会1番ホールを2週連続生中継！ 

 「とことん1番ホール生中継 日本オープンゴルフ選手権競技」 
 「とことん1番ホール生中継 日本プロゴルフシニア選手権大会  

                           住友商事・サミットカップ」 
                                               （P.2 ） 
 

②PGAツアーは早くも新シーズン開幕！ 

 「セーフウェイオープン」 
 「CIMBクラシック」 ※全ラウンド生中継 

 「ザ・CJカップ at ナインブリッジズ」 
 「WGC-HSBCチャンピオンズ」  

 「サンダーソンファームズチャンピオンシップ」 ※全ラウンド生中継 

             （P.3～5） 
 

③11回目の開催で更にパワーアップ！ 

 「ゴルフネットワーク 100切り選手権2018 PIM CUP」 
             （P.8） 
 

④10月は魅せるベテランの技・シニア同級生が対決！ 

 「ゴルフ真剣勝負the MATCH（加瀬秀樹 vs 高見和宏）」  
                 （P.10 ） 
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【国内ツアー】 

日本オープンゴルフ選手権競技 

国内メジャーの１つである本大会は、今年83回目の開催となる。ゴ

ルファー日本一を決めるこのナショナルオープンには多くのトップア
マチュア、トッププロが参戦する。昨年は、池田勇太とアマチュアの
金谷拓実が、最終組で優勝争いを繰り広げた。最後はプロの意地
を見せた池田が2014年に続く大会２勝目を挙げた。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。横浜カ
ントリークラブの１番は、516ヤードのパー４。290ヤード付近はグリ

ーンに向かって下っており落下点によってはロングドライブとなるホ
ールだ。しっかりとパーセーブして残りのホールへ弾みをつけたい
！ 

【大会概要】 
■開催日：10/11(木）～10/14（日） 
■コース：横浜カントリークラブ（神奈川県） 
■賞金総額：2億円（優勝賞金：4000万円） 
■17年優勝：池田勇太 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫   

 ３日目 10/13（土）午前7：00～午後0：15          最終日 10/14（日）午前7：00～午後0：15 

 （※最大延長   [最終日]午後0：30まで） 

第５７回日本プロゴルフシニア選手権大会  
               住友商事・サミットカップ  

1962年から続く、日本シニアオープンと並ぶ国内シニア最高峰のメ
ジャー大会。56回目の開催となった昨年大会では、２日目を終えト

ップに立った台湾の盧建順が逃げ切り、ツアー初優勝をメジャータ
イトルで飾った。ゴルフネットワークでは、注目の今大会を「とことん
１番ホール生中継」で放送する！開催コース、サミットゴルフクラブ
の１番ホールは、パー５。気持ち良くバーディーを奪いスタートした
いホールだ！ 

【大会概要】 
■開催日：10/4(木）～10/7（日） 
■コース：サミットゴルフクラブ（茨城県） 
■賞金総額：5000万円（優勝賞金：1000万円） 
■17年優勝：盧建順（ロ ケンジュン） （台湾） 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫   

 ３日目 10/6（土）午前7：30～午後0：00        最終日 10/7（日）午前7：00～11：30 

 （※最大延長   [最終日]午後0：00まで） 
 

≪ダイジェスト放送≫ 
 １日目  10/4（木）午後11：00～深夜0：00       ２日目 10/5（金）午後10：00～11：00 

 ３日目  10/6（土）午後8：30～10：30           最終日 10/7（日）午後8：00～10：00 

 

 

   

©Getty Images 

©日本プロゴルフ協会 
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【PGA ツアー】 
 

ＣＩＭＢクラシック 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目     10/11（木）午前11：30～午後3：30(初回） / 午後8：00～11：00 

 ２日目     10/12（金）午前11：30～午後3：30(初回） / 午後8：00～11：00 

 ３日目     10/13（土）午後0：15～4：00（初回） / 午後9：30～深夜0：30    

 最終日    10/14（日）午後0：30～4：00（初回） / 午後10：30～深夜1：30 

 （※最大延長   [最終日]午後8：30まで） 

マレーシアの首都クアラルンプールから８キロ、国内屈指の名門コー
スTPCクアラルンプールで開催されるアジアシリーズ開幕戦。 

前週とは打って変わって、高温多湿、灼熱の炎天下、急なスコール
の中で行われ、まさに自然との闘い。昨年は松山英樹が体調不良な
がらも、この大会を開幕戦に選んだ。大会は、「練習しない男」パット
・ペレツが４打差をつけて完勝。心に余裕とエネルギーを溜められる
かが勝負の鍵か。 

 

【大会概要】 
■開催日：10/11(木）～10/14（日） 
■場所：TPCクアラルンプール（マレーシア） 
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：126万ドル） 
■17年優勝：パット・ペレツ（米国） 

セーフウェイオープン 

＜放送日時＞ ※1日目、2日目前半、3日目前半、最終日前半 生中継 

 １日目     10/5（金）午前6：30～9：30(初回） / 午後1：00～4：00 

 ２日目前半  10/6（土）午前6：30～7：30（初回） / 午後10：30～11：30 

 ２日目後半  10/6（土）午後0：00～2：00（初回） / 午後11：30～深夜1：30 

 ３日目前半  10/7（日）午前6：30～7：00（初回） / 午後10：30～11：00 

 ３日目後半  10/7（日）午後0：00～2：30（初回） / 午後11：00～深夜1：30    

 最終日前半 10/8（月・祝）午前6：30～7：00（初回） / 午後7：30～8：00 

 最終日後半 10/8（月・祝）午後3：00～5：30（初回） / 午後8：00～10：30 

18-19シーズン開幕戦。カリフォルニアワインの産地として名高いナパ

、シルバラートリゾート＆スパで行われる。昨年は極度の乾燥と強風
で800平方キロ以上を焼く山火事が発生。大会閉幕後にはコース内に

まで被害が及んだ。カリフォルニア特有の強く乾燥した風を攻略するこ

とが鍵となる。地元出身のブレンダン・スティールの３連覇なるか、
注目が集まる。 

【大会概要】 
■開催日:10/4(木）～10/7（日） 
■場所：シルバラードリゾート＆スパ ノースコース （カリフォルニア州） 
■賞金総額： 640万ドル(優勝賞金：115.2万ドル） 
■17年優勝：ブレンダン・スティール（米国） ©Getty Images 

©Getty Images 
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【PGA ツアー】 
 

ＷＧＣ-ＨＳＢＣチャンピオンズ 

＜放送日時＞ ※全ラウンド前半 生中継 

 １日目前半     10/25（木）午前11：00～午後3：00(初回） / 午後8：00～11：00 

 １日目後半     10/25（木）午後11：00～深夜1：00(初回） / 10/26（金）午前8：00～10：00 

 ２日目前半     10/26（金）午前11：00～午後3：00(初回） / 午後8：00～11：00 

 ２日目後半     10/26（金）午後11：00～深夜1：00(初回） / 10/27（土）午前9：45～11：45 

 ３日目前半     10/27（土）午後0：00～3：00（初回） / 午後7：00～10：00 

 ３日目後半     10/27（土）午後10：00～深夜0：00（初回） / 10/28（日）午前9：45～11：45    

 最終日前半    10/28（日）午後0：00～3：00（初回） / 午後7：00～10：00 

 最終日後半    10/28（日）午後10：15～深夜1：15（初回） / 10/29（月）午後8：00～11：00 

上海で行われるWGC開幕戦。欧州、PGAツアーのトッププロがシ

ーズン最初のビッグタイトルを争い、上海の名門コース、シャーシ
ャン インターナショナルGCに集結する。平坦な地形の上海の中

で、起伏を造成し、砲台グリーンや打ちおろしのホールもあり、欧
米式のコースとなっている。昨年は３日目まで独走していたダステ
ィン・ジョンソンをジャスティン・ローズが猛追。最終日、バックナイ
ンで31をマークし、８打差を逆転し栄冠に輝いた。 

【大会概要】 
■開催日:10/25 (木）～10/28（日） 
■場所：シャーシャン インターナショナルGC（中国） 
■賞金総額： 1000万ドル(優勝賞金：170万ドル） 
■17年優勝：ジャスティン・ローズ（英国） 

ザ・ＣＪカップ ａｔ ナインブリッジズ 

＜放送日時＞ ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 １日目        10/18（木）午前11：00～午後3：00(初回） / 午後9：00～深夜0：00 

 ２日目        10/19（金）午前11：00～午後3：00(初回） / 午後10：00～深夜1：00 

 ３日目前半     10/20（土）午前11：00～午後1：00（初回） / 午後8：00～10：00 

 ３日目後半     10/20（土）午後10：00～深夜0：00（初回） / 10/21（日）午前9：00～11：00    

 最終日前半    10/21（日）午前11：00～午後1：00（初回） / 午後8：00～10：00 

 最終日後半    10/21（日）午後10：15～深夜0：15（初回） / 10/22（月）午後9：00～11：00 

PGAツアー第３戦は“韓国のハワイ”とも呼ばれるリゾート島、済州
島で開催される。世界TOP100にランクインされたコース、ナインブ

リッジはハルラ山の山すそに展開する丘陵コース。名物は浮島グリ
ーンの18番ホール。昨年優勝したジャスティン・トーマスはスコアを
18番で４つ伸ばしている。昨年の優勝スコアが－９と我慢が続く戦

いが予想される。キム・シウ、アン・ビョンフンら韓国勢が母国開催
の今大会を制するか！？ 

【大会概要】 
■開催日:10/18(木）～10/21(日） 
■場所：ナインブリッジズ（韓国） 
■賞金総額： 950万ドル(優勝賞金：- ドル） 
■17年優勝：ジャスティン・トーマス（米国） 

©Getty Images 

©Getty Images 
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【PGA ツアー】 
 

サンダーソンファームズ チャンピオンシップ 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目     10/25（木）深夜3：30～翌午前6：30(初回） /  10/26（金） 午後3：00～6：00 

 ２日目     10/26（金）深夜3：30～翌午前6：30(初回） /  10/27（土） 午後3：00～6：00 

 ３日目     10/27（土）深夜3：30～翌午前6：30(初回） /  10/28（日） 午後3：00～6：00   

 最終日    10/28（日）深夜3：30～翌午前6：30(初回） /  10/29（月） 午後4：00～7：00 

 （※最大延長   [最終日]午前9：00まで） 

「WGC-HSBCチャンピオンズ」と同週開催の今大会。世界ランク上

位者がいない中、過去７年で５人のツアー初優勝者が誕生している
。ツアー唯一のミシシッピ州開催で、温暖な気候の中戦いが行われ
る。昨年は最終日首位で出た41歳のライアン・アーマーがそのまま
逃げ切り、PGAツアー初優勝。デービス・ラブ親子が揃って参戦す
るなど、復活を目指すベテラン勢の活躍にも注目したい。 

【大会概要】 
■開催日:10/25(木）～10/28（日） 
■場所：カントリークラブ オブ ジャクソン（ミシシッピ州） 
■賞金総額： 430万ドル(優勝賞金：-ドル） 
■17年優勝：ライアン・アーマー(米国） 

みんなのＰＧＡツアー 

【放送日】  
  １０月号  10/7（日）午後2：30～3：00    

【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！ 

©Getty Images 
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【国内ツアー】 

富士通レディース 

国内女子ツアー第32戦は、千葉県の東急セブンハンドレッドクラブ 
西コースで行われる。昨年大会、朝から雨が降り続くなか戦いを制
したのはテレサ・ルー。同シーズンで既に２勝を挙げていたがさらに
勝ち星を積み重ねる逆転勝利となった。最終18番にはグリーン手

前に人の背丈を超えるほどの深さのバンカーが待ち受けておりこれ
までも数々のドラマを生んできた。最後まで油断は禁物だ。 

【大会概要】 
■開催日：10/12(金）～10/14（日） 
■コース：東急セブンハンドレッドクラブ 西コース（千葉県） 
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円） 
■17年優勝：テレサ・ルー（台湾） 

＜放送日時＞ 

≪ダイジェスト放送≫ 
 ２日目  10/13（土）深夜0：30～1：30          最終日 10/15（月）深夜0：00～1：30   

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 10/1（月） 深夜0：00～1：30 

 

©Getty Images 

©Getty Images 
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【国内ツアー 関連番組】 

 

＜放送日時＞ 

  ＃７３  10/1   （月）午後11：00～11：15        ＃７４   10/8  （月・祝）午後11：00～11：15  

  ＃７５  10/15 （月）午後11：00～11：15        ＃７６   10/22 （月）午後11：00～11：15 

  ＃７７   10/29 （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 

樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 

国内女子ツアー34戦。シーズンも終盤に入り、残すところ５試合。

最終戦に向けて賞金女王レースが盛り上がりを見せる。昨年大会
は荒天で最終日が中止となり、２日目を終え首位に付けていた永
井花奈に勝利が舞い込んだ。賞金女王争い、そして来季の出場
権をかけたシード権争いなど終盤戦ならでは緊張感にも注目した
い。 

【大会概要】 
■開催日：10/26(金）～10/28（日） 
■コース：武蔵丘ゴルフコース（埼玉県） 
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円） 
■17年優勝：永井花奈 

＜放送日時＞ 

≪ダイジェスト放送≫ 
 ２日目  10/27（土）深夜0：00～1：00         最終日 10/29（月）午後11：30～深夜1：00  

 

【国内ツアー】 

©Getty Images 
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【その他競技】 

ゴルフネットワーク １００切り選手権２０１８ ＰＩＭ ＣＵＰ 

＜放送日時＞ 

 10/8(月・祝) 午前10：00～11：00 

 

スコア100を切ることを目標にするアベレージゴルファーを
対象にしたゴルフ競技大会「ゴルフネットワーク100切り選
手権」。11回目の開催となる今年、株式会社PIMを特別協
賛に迎えてさらにパワーアップ。 

過去最大規模となる全5会場での開催に加え、「100切り選
手権」卒業者を対象に、次なる壁「90切り」選手権も同時開
催。番組では、100切り応援団長のゴルゴ松本さん、100切
り指南役の佐久間馨さんのもと、100切り・90切りを目指す
ゴルファーの挑戦をお伝えする。 
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＜放送日時＞ 
 １日目  10/16（火）午後6：30～8：30          ２日目 10/17（水）午後7：00～9：00  

 最終日 10/18（木）午後6：30～8：30   
  

 

ＳＡＳチャンピオンシップ 

プレストンウッドCCのハイランズコースとメドーズコースの組み合わせによるコンポジットコースで開催される。チャ
ールズ・シュワブカップ、プレーオフ前の最終戦。この大会終了後、賞金ランク72位以上がプレーオフへ進むのだ
が、ランキング外の選手にもチャンス。ワイルドカードとして、この大会でTOP10入りした選手の１人がプレーオフ
へ進むことができる。年間王者は100万ドル獲得できるプレーオフ。生き残りをかけた戦いとなる。 

【大会概要】 
■開催日：10/12(金）～10/14（日） 
■場所：プレストンウッドCC（ノースカロライナ州） 
■賞金総額：210万ドル（優勝賞金：31.5万ドル） 
■17年優勝：コリン・モンゴメリー（スコットランド） 

【PGAツアーチャンピオンズ】 

＜放送日時＞ 
 １日目 10/23（火）午後6：30～8：00           ２日目 10/24（水）午後6：30～8：30  

 最終日 10/24（水）午後8：30～10：30   

 

ドミニオンエナジー チャリティークラシック 

チャールズシュワブカッププレーオフ第１戦。ポイントレース上位72名のみが出場できる。開催コースは、1928年

開場のバージニアが誇る名門、カントリークラブ・オブ・バージニア。比較的フラットなフロントナインに比べ、バック
ナインは傾斜が強く、試合の終盤にかけてドラマチックな展開が望めるだろう。翌週の最終戦に進めるのは、今大
会終了時のポイント上位54名のみだ！ 

【大会概要】 
■開催日：10/19(金）～10/21（日） 
■場所：カントリー クラブ オブ バージニア（バージニア州） 
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30.5万ドル） 
■17年優勝：ベルンハルト・ランガー（ドイツ） 

ピュアインシュランス チャンピオンシップ 

風光明媚なペブルビーチGLで開催される、81名のプロと81名のジュニア、162名のアマチュアゴルファーが参加

するユニークな大会。プロの個人戦とは別に、プロとジュニアがチームを組むラウンドも同時開催されるゴルフの
魅力が詰まった見応えある大会だ。昨年は最終日10位からスタートしたベルンハルト・ランガーが67をマークして
逆転優勝。シーズン5勝目を挙げた。この後メジャータイトルを3つ制覇し、６年連続の賞金王に輝いた。 

 

＜放送日時＞ 
 １日目 10/3（水）午前6：30～8：30             ２日目 10/4（木）午前6：00～8：00  

 最終日 10/4（木）午前8：00～10：00 

【大会概要】 
■開催日：9/28(金）～9/30（日） 
■場所：ペブルビーチGL（カリフォルニア州） 
■賞金総額：210万ドル（優勝賞金：30万ドル） 
■17年優勝：ベルンハルト・ランガー（ドイツ） 

©Getty Images 

©Getty Images 

©Getty Images 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ＃３１ （加瀬秀樹 vs 高見和宏）   10/3（水）  午後9：00～11：00  

1959年生まれの加瀬がゴルフを始めたのは16歳のとき。大学卒業後に

プロ転向するも、なかなか結果が出ずに厳しい時期を過ごした。しかし、
迎えた1990年の「日本プロゴルフ選手権」でツアー初優勝を果たし、初

シード権も獲得。ゆっくりしたリズムから放たれる豪快なドライバーショッ
トを武器に活躍した。1997年にQスクールを経てアメリカツアーにも挑戦
するなど海外にも目を向けながら、国内でもレギュラーツアーで通算4勝
。シニアでも2010年の「日本プロゴルフシニア選手権」でメジャータイトル

を獲得している。また、シニアプロが集まって結成したバンド「ゴクローサ
ンズ」ではボーカルを務めるなど、ゴルフ場の内外に活躍の場を広げて
いる。 

一方、加瀬の誕生日のわずか10日後に生まれた高見がゴルフを始めた
のは大学に入ってから。卒業後は習志野CC（千葉県）の研修生となり、

さらに尾崎将司に憧れてジャンボ軍団入りして長打力を磨く。しかし、ショ
ットの精度が安定せず、10回目のプロテストでやっと合格を果たす。プロ

入り後もなかなか結果が出せず、念願のツアー初優勝はプロ入りから９
年目の1994年となったが、翌年には早々にツアー２勝目を挙げた。2010

年のシニア入り後は１年目から活躍し、5試合目の「ファンケルクラシック

」でシニア初優勝を飾った。加瀬と同じ「ゴクローサンズ」に参加し、トーク
で盛り上げるMCを務めている。 

そんなシニア同級生対決を制するのは果たして！？ 

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る活動をしている。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＞ 

 ＃４   10/14（日）  午後10：15～10：30      
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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（２）～出るか華丸！？ベストスコア７９ 

  10/5（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。 

今回も、前回に引き続き博多華丸さんのベストスコア更新に
挑戦するラウンド後半戦をお届けする。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）を舞台に、ベ
ストスコアの「７９」を目指す。毎ホール登場する「ギア猿チョ
イスギア」は、その効果を発揮するのか！？ 

Ｌｅｔ’ｓ ゴルっち！ 

＜放送日時＞ 

＃１  10/2（火）   午後9：00～9：30        ＃２  10/9（火）  午後9：00～9：30  

＃３  10/16（火） 午後9：00～9：30             ＃４  10/23（火） 午後9：00～9：30 

＃５  10/30（火） 午後9：00～9：30 

現役女子プロゴルファー2人が打ち直し一切なしのストロークプレーでの真剣勝負をお届けする番組がスタート！
しかし単なる真剣勝負では終わらせず、番組独自の仕掛けを設ける。それが、女子プロたちが各ホールごとに1打

、自分たちの代わりにボールを打ち、運命を共にするパートナー「ゴルっち」。各ホールでグリーンに乗るまでの間
に必ず一度は「ゴルっち」を起用しなければならないというルールのもと、「ゴルっち」はくじ引きで決定。彼らのプレ
ーが勝負の明暗を分ける。番組MCには、ゴルフネットワークの海外トーナメント中継の実況や「ゴル魂！」「QTチ

ャレンジ」でもおなじみの田中雄介。女子プロゴルファーのプライドを賭け、女の意地と意地がぶつかりあう真剣勝
負の幕が開ける！ 

＜放送日時＞ 

 ＃３  10/10（水） 午後10：00～10：30  

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 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

  ＃１３ 10/9（火） 深夜0：00～0：30           ＃１４ 10/23（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＞ 

＃２８  10/7（日）   午後10：00～10：15     ＃２９  10/14（日）  午後10：00～10：15  

＃３０  10/21（日） 午後10：00～10：15     ＃３１  10/28（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！ 

＜放送日時＞ 

  ＃１９ 10/2（火） 午後9：30～10：00        ＃２０ 10/16（火） 午後9：30～10：00 

  ＃２１ 10/30（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 
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【オリジナル番組】 

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。10月は神奈

川県にある箱根湖畔ゴルフコースが舞台。番組でお
なじみ宮本勝昌プロに挑むのはベストスコア87、79の

腕前を持つ女性アマチュアゴルファー２名だ。アマチ
ュアチームにはスクランブル方式が採用される。この
ガチンコ対決を制するのは！？ 

 

 ＜放送日時＞ 

  ♯３３９ 10/9（火） 午後10：00～10：30         ♯３４０ 10/23（火） 午後10：00～10：30 

  

 

ゴル魂 

＜放送日時＞ 

  ＃１１４ 10/2（火）   午後11：30～深夜0：00      ＃１１５ 10/9（火） 午後11：30～深夜0：00  

  ＃１１６ 10/16（火） 午後11：30～深夜0：00         ＃１１７ 10/23（火） 午後11：30～深夜0：00 

  ＃１１８ 10/30（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！ 

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる 

＜放送日時＞ 

 ＃６ 10/2（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】 

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ 
＜放送日時＞ 

  ＃１５１ 10/2（火）  午後10：30～11：00        ＃１５２ 10/9（火）  午後10：30～11：00  

  ＃１５３ 10/16（火）  午後10：30～11：00       ＃１５４ 10/23（火）  午後10：30～11：00 

  ＃１５５ 10/30（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。 

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＞ 

  10/2（火） 午後11：00～11：30         10/9（火） 午後11：00～11：30  

  10/16（火） 午後11：00～11：30          10/23（火） 午後11：00～11：30 

  10/30（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＞ 

 ＃１３ 10/1（月） 午後11：30～深夜0：00       ＃１４ 10/15（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！」 

 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「シャフトラボ」の新製品情報をお届けする！ 

＜放送日時＞ 

 シリーズ集大成の安定性と飛距離 The ATTAS（ジ・アッタス） 
  10/8（月・祝）  午後7：00～午後7：30 

 

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

