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ゴルフネットワーク 
２０１８年１１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9月27日 

今月の注目ラインアップ 

 
 
 
 
 

【11月はゴルフワールドカップを大特集！】 
 

①世界28ヶ国の国別対抗戦に小平智・谷原秀人が日本代表として出場！ 

 「ISPSハンダ メルボルン ゴルフワールドカップ」 ※全ラウンド独占生中継 
 

＜関連番組＞ 

 1）「みんなのPGAツアー」の特別編。ゴルフワールドカップの見どころをお届けする。 

   「みんなのPGAツアー ～ゴルフW杯編～」 
 2）小平智・谷原秀人の日本代表2人のプレーをハイライトでお届けする。 

   「ゴルフワールドカップハイライト～今日の日本代表～」 
 3）ゴルフワールドカップの過去大会を一挙放送！ 

   「ゴルフワールドカップ特集」 
                                               （P.2～3 ） 
 

②11月の「とことん1番ホール生中継」は男子ツアー2大会を放送！ 

 「とことん1番ホール生中継 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」 
 「とことん1番ホール生中継 カシオワールドオープン ゴルフトーナメント」 
             （P.4） 
 

③欧州ツアーがシーズンクライマックス！全ラウンド生中継！ 

 「ターキッシュエアラインズオープン」 
 「ネッドバンクゴルフチャレンジ hosted by ゲーリー・プレーヤー」 
 「DPワールドツアーチャンピオンシップ ドバイ」 
             （P.6～7） 

④ビートたけし&ビートきよしの“ツービート”が三度目の襲来！ 

 池田勇太・宮本勝昌が迎え撃つ 

 「TEAM SERIZAWA」 
                 （P.8 ）  

 

⑤ 11月は“チーム小田”先輩・後輩対決！ 

 「ゴルフ真剣勝負the MATCH（小田孔明 vs 秋吉翔太）」  
                 （P.8 ） 
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【ゴルフワールドカップ】 
 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目  11/22(木)午前10：00～午後3：00  / 午後7：00～11：00    

 ２日目  11/23(金・祝)午前10：00～午後3：00  / 午後7：00～11：00   

 ３日目  11/24(土)午前11：15～午後3：00  / 午後7：15～11：00      

 最終日 11/25(日)午前10：30～午後3：00  / 午後10：15～深夜2：00  

 (※最大延長  [最終日]午後7：00まで) 

ＩＳＰＳハンダ メルボルン ゴルフワールドカップ 

28カ国計56名の選手による国別対抗戦。初日と3日目がフ
ォアボール、2日目と4日目がオルタネートショットのチーム
戦となる。日本からは昨シーズンPGAツアー初優勝を果た

した小平智が選出された。そしてパートナーとして選んだの
は欧州ツアーレギュラーメンバーとして活躍する谷原秀人。 

注目は、連覇を狙うトービヨン・オルセン＆ソーレン・ケルド
センのデンマーク。さらにマーク・リーシュマン＆キャメロン・
スミスのオーストラリアも地元での開催だけに負けられない
戦いとなるだろう。PGAツアーでの戦いとも、また違った盛り
上りを楽しめることだろう。 

【大会概要】 
■開催日:11/22(木)～11/25(日) 

■場所：ザ・メトロポリタンGC(オーストラリア) 

■賞金総額： 700万ドル 

■16年優勝国：デンマーク 

©Getty Images 
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＜放送日時＞ 

  11/3 (土・祝) 午前10：45～11：15  

みんなのＰＧＡツアー ～ゴルフＷ杯編～ 

「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「みんなのPGAツアー」の「ゴルフワールドカップ」特別編。 

番組では、ゴルフネットワークの解説陣が今大会の見どころを紹介する。世界28ヶ国による国別対抗戦である
今大会に、日本代表として出場する小平智・谷原秀人。アメリカやオーストラリアなど強豪国を相手に、2002年
大会以来の優勝をもたらすことができるのか。「ISPSハンダ メルボルン ゴルフワールドカップ」を楽しむための
情報満載でお届けする。 

【ゴルフワールドカップ関連番組】 
 

11月22日（木）に開幕する「 ISPSハンダ メルボルン ゴルフワールドカップ」。世界ランキングで上位28ヶ国の選手
が2名ずつ出場し、ダブルス競技で世界No.1を狙う。日本からは小平智と谷原秀人の2人の出場が決定。2002年

大会に続く日本の優勝に向けて活躍に期待したいところ。これまでの歴史を振り返るとタイガー・ウッズが連覇を
果たした1999年、2000年大会。ゴルフが日本に伝わって100年の歴史を記念して日本で開催された2001年は、タ
イガーの活躍とも相まって「ゴルフ100年祭」として大いに盛り上がった。そして、その翌年には丸山茂樹、伊澤利
光ペアが優勝。「再び世界の頂点へ」。そんな期待が高まる今大会の開幕を控え、過去の激闘を振り返る。 

＜放送日時＞ 

 2000年大会（優勝：タイガー・ウッズ／デビッド・デュバル） 11/9（金） 午前9：00～11：00 

 2001年大会（優勝：アーニー・エルス／レディーフ・グーセン） 11/10（土） 午前9：00～11：00 

 2002年大会（優勝：丸山茂樹／伊澤利光） 11/11（日） 午前9：00～11：00 

 2013年大会（優勝：アダム・スコット／ジェイソン・デイ） 11/17（土） 午前8：00～11：00 

 2016年大会（優勝：ソーレン・ケルドセン／トービヨン・オルセン） 11/18（日） 午前8：00～11：00 

 ※上記のほか、1987年大会～1999年大会は60分番組として11/5（月）から連日放送 

 

ゴルフワールドカップ特集 

ゴルフワールドカップハイライト ～今日の日本代表～ 

＜放送日時＞  
 １日目 11/22（木）午後6：45～午後7：00 ２日目  11/23（金・祝）午後6：45～午後7：00 

 ３日目 11/24（土）午後6：45～午後7：00  最終日   11/25（日）午後9：15～午後9：30 

世界28ヶ国による国別対抗戦「ゴルフ ワールドカップ」に出場する小平智と谷原秀人。2002年以来の優勝を
狙う日本代表2人のプレーを15分のハイライトでお届けする。 
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【国内ツアー】 

ＨＥＩＷＡ・ＰＧＭ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ 

優勝賞金4000万円を誇る、JGTO後半戦のビッグイベント。昨年同
様、舞台はPGMゴルフリゾート沖縄。FRONT9は青木功プロ監修
のもと、昨年11月に改修されたブーゲンビレアコースを使用する。1

番ホールは603ヤードのパー5。ティーショットが打ちおろし、2打目

以降は打ち上げになる為、距離感の精度がバーディ奪取の鍵とな
る。ゴルフネットワークでは、全選手を「とことん１番ホール生中継」
でお届け！沖縄の美しい海を望む素晴らしいロケーションで繰り広
げられる今大会のスタートホールを見て、優勝者予想をお楽しみく
ださい！ 
【大会概要】 
■開催日：11/1(木)～11/4(日) 

■コース：PGMゴルフリゾート沖縄(沖縄県) 

■賞金総額：２億円(優勝賞金：4,000万円) 

■1７年優勝：チャン・キム(米国) 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫ 

 ３日目 11/3(土･祝) 午前8：00～10：45         最終日 11/4(日)午前8：00～10：45 

 (※最大延長 [最終日]午前11：00まで) 

≪ダイジェスト放送≫ 
 １日目  11/1(木) 午後11：00～深夜0：00        ２日目  11/2(金)深夜0：15～1：15   

 ３日目  11/3(土･祝) 午後11：00～深夜1：00      最終日  11/4(日)深夜0：00～2：00 

 

   

カシオワールドオープン ゴルフトーナメント 

シーズン残り2戦、賞金王争いはもちろん、来季のシード権争いにも
絡む重要な一戦となる。最終戦「ゴルフ日本シリーズJTカップ」には
今季ツアー優勝者と賞金ランク20位以上の選手のみ出場できるた

め、多くの選手にとっては事実上の最終戦となる。また、来季のシー
ド権（賞金ランク60位以上の第1シード、75位以上の第2シード）を争
う選手達にもラストチャンスとなる。1番ホールは400ヤードのパー4。
難易度は全ホール中17番目のため、バーディ発進を狙いたいところ

。グリーンをこぼすとラフまで転がるため、確実なグリーンオンが鍵と
なる。 

 
【大会概要】 
■開催日：11/22(木)～11/25(日) 

■コース：Kochi黒潮カントリークラブ(高知県) 

■賞金総額：2億円(優勝賞金：4000万円) 

■17年優勝：スンス・ハン(米国) 

＜放送日時＞ 

≪とことん１番ホール生中継≫   

 ３日目 11/24(土)午前8：30～11：15         最終日 11/25(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≫ 
 ２日目 11/23(金・祝)午後11：00～深夜1：00         ３日目  11/24(土)午後11：00～深夜1：00  

  最終日 11/26(月)午後9：30～11：00 

 

 

   

©Getty Images 

©Getty Images 
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【国内ツアー】 

伊藤園レディスゴルフトーナメント 

1985年に静岡県リバー富士カントリークラブで開幕した本大会。第
10回目からはグレートアイランド倶楽部に舞台を移し、今年34回目
の開催を迎える。ツアーも残り3戦となり、賞金王争いと来季シード

権を賭けた熾烈な争いが繰り広げられる。昨年大会は福田真未が
ツアー初優勝。後半に3連続ボギーを叩き、アン・ソンジュに猛追さ
れるも最後はパーで凌いで逃げ切った。この優勝で賞金ランクも58

位から30位までランクアップ。来季シード権を確実なものとした。 

 
【大会概要】 
■開催日：11/9(金)～11/11(日) 

■コース：グレートアイランド倶楽部(千葉県) 

■賞金総額：1億円 

■17年優勝：福田 真未 

＜放送日時＞ 

≪ダイジェスト放送≫ 
 ２日目 11/10(土) 深夜1：00～2：00       最終日 11/12(月) 午後9：30～11：00 

 

【国内ツアー 関連番組】 

 

＜放送日時＞ 

  ＃７８  11/5   (月)午後11：00～11：15        ＃７９   11/12 (月)午後11：00～11：15  

  ＃８０  11/19 (月)午後11：00～11：30        ＃８１   11/26 (月)午後11：00～11：30 

前週に開催された国内ツアーの注目大会をぎゅっと振り返る番組。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 

©Getty Images 
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【ヨーロピアンツアー】 

ターキッシュエアラインズオープン 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目 11/1(木) 午後6：00～11：00        ２日目  11/2(金) 午後6：00～11：00 

 ３日目 11/3(土･祝) 午後6：30～11：00         最終日 11/4(日) 午後5：30～10：30 

 (※最大延長  [最終日] 深夜0：00まで) 

 

ロレックスシリーズ第6戦。欧州ツアーの年間王者を決める
「Race to Dubai」のファイナルシリーズの初戦でもあるこの

大会の開催地は、トルコ、アンタルヤ。今年の会場となるの
は、トルコ初のスパリゾート型のゴルフコース、レグナムカ
ーヤゴルフ＆スパリゾート。英国のコースに影響を受け、起
伏のある砂丘の上に造成され、ヒースが生い茂る独特の景
観をなす。昨年は、最終日2位でスタートしたジャスティン・
ローズ（英国）が7バーディ、1ボギーの65でプレーし、通算
18アンダーで逆転優勝した。欧州のトッププロのみが出場
するこの大会は激戦必至である。 
【大会概要】 
■開催日：11/1(木)～11/4(日) 

■場所：レグナムカーヤゴルフ＆スパリゾート(トルコ) 

■賞金総額：700万ドル 

■17年優勝:ジャスティン・ローズ(英国) 

ネッドバンクゴルフチャレンジ  
             ｈｏｓｔｅｄ ｂｙ ゲーリー・プレーヤー 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目 11/8(木) 午後4：00～11：00       ２日目 11/9(金) 午後5：00～11：00 

 ３日目 11/10(土) 午後4：00～10：00      最終日 11/11(日) 午後4：00～10：00  

 (※最大延長  [最終日] 深夜2：00まで) 

 

全8大会のロレックスシリーズの第7戦。「Race to Dubai」
のファイナルシリーズの2戦目の開催地は南アフリカ。欧州
ツアー上位64名、世界ランク上位者8名を含む72名だ。昨
年は、最終日3位から出た地国出身のブランデン・グレース
（南アフリカ）が66をマーク、通算11アンダーでスコット・ジェ

イミソン（スコットランド）を抜き、シーズン初勝利を挙げた。
最終戦が行われるドバイへ行けるのは60名のみ。攻めの
ゴルフが展開されること間違いなし！ 

【大会概要】 
■開催日：11/8(木)～11/11(日) 

■場所:ゲーリー・プレーヤーCC(南アフリカ) 

■賞金総額：750万ドル 

■17年優勝:ブランデン・グレース(南アフリカ) 

©Getty Images 

©Getty Images 



7 

【ヨーロピアンツアー】 

ＤＰワールドツアーチャンピオンシップ ドバイ 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継 

 １日目 11/15(木) 午後4：00～10：00      ２日目 11/16(金) 午後4：00～10：00 

 ３日目 11/17(土) 午後4：00～10：00                   最終日 11/18(日) 午後3：30～9：30 

  (※最大延長  [最終日] 午後11：00まで) 

 

ロレックスシリーズ最終戦。1年を通して世界各地で行われ
た欧州ツアーの最終戦である。 ランキング上位60名が出

場することができる選ばれた者のみが出場する大会である
。賞金総額はツアー最高の800万ドル、さらにRace to 

Dubaiランキング上位15名には、ボーナスが振り分けられ
る為、ビッグマネーがかかった試合となる。昨年は、2位で

最終日スタートしたジョン・ラーム（スペイン）が逆転優勝。
年間王者には26歳のトミー・フリートウッド（イングランド）が
輝いた。 

【大会概要】 
■開催日：11/15 (木)～11/18(日) 

■場所：ジュメイラ・ゴルフ・エステート(UAE) 

■賞金総額：800万ドル 

■17年優勝:ジョン・ラーム(スペイン) 

©Getty Images 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 

 ＃３２ (小田孔明 vs秋吉翔太)   11/7(水)  午後9：00～11：00  

三国志ファンだった父が、名軍師にちなんでその名前が付けられ
た小田孔明。1978年生まれの小田は、2000年にプロ転向した後
、2007年に初シードを獲得するまで厳しい期間を過ごした。しかし
、2008年には「カシオワールドオープン」でツアー初優勝を挙げた
ほか、平均パット数で1位になるなど一気にトッププロの地位を固
めた。2009年以降は賞金ランキング上位に入る活躍を見せて、
2014年にはついに自身初の賞金王に。近年は優勝からは遠ざか
っているものの、2007年から続くシード権は保持し続けている。 

一方、1990年生まれの秋吉がゴルフを始めたのは10歳のとき。

アマチュア時代は、九州・全国のジュニア大会で上位に入ったほ
か、大分国体で松山英樹を抑えて優勝。高校卒業後は、地元・熊
本県内のゴルフ場で腕を磨きながら、有村智恵・一ノ瀬優希のキ
ャディを務めた経験も持つ。2014年にチャレンジツアーで初優勝、
翌15年はさらに2勝を挙げてチャレンジツアー賞金ランク2位に。
昨年、レギュラーツアーで2度のTOP10入りを果たしてシード権を
手にすると、2018年は大躍進を遂げる。わずか1ヶ月の間に、ツア
ー初優勝を含む2勝を挙げ、さらに海外メジャー2大会の出場権を
掴み取った。 

小田孔明を中心に、出水田大二郎や北村晃一など九州出身のプ
ロとともに秋吉も名前を連ねる「チーム小田」。同チーム内の先輩
・後輩対決を制するのは果たして！？ 

ゴルフ真剣勝負 ｔｈｅ ＭＡＴＣＨ 

©Getty Images 

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。11月は、昨年も豪華ゲストとして出

演していただいたビートたけしさん、ビートきよしさんが３回目の
番組登場！第一線で活躍する池田勇太プロ、宮本勝昌プロの2

人が迎え討つ。勝利を手にするのは果たしてどちらか！？ 

 

 ＜放送日時＞ 

  ♯３４１ 11/13(火) 午後10：00～10：30         ♯３４２ 11/27(火) 午後10：00～10：30 
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【PGA ツアー】 
 

マヤコバ ゴルフクラシック 

＜放送日時＞ ※全ラウンド 生中継 

 １日目  11/8(木)深夜3：00～翌午前6：00(初回)   /   11/9(金)午後1：00～4：00  

 ２日目  11/9(金)深夜3：00～翌午前6：00(初回)   /   11/10(土)午後1：00～4：00  

 ３日目  11/10(土)深夜3：00～翌午前6：00(初回)  /   11/11(日)午後0：30～3：30  

 最終日  11/11(日)深夜3：00～翌午前6：00(初回)   /  11/12(月)午後6：30～9：30  

 (※最大延長 [最終日]午前10：00まで)  

メキシコ屈指のリゾート地、リビエラマヤのエル・カマレオンGCで開
催される。グレッグ・ノーマンが設計し、1番ホールのフェアウェイには

自然の地下洞窟を生かした洞窟バンカーが待ち構えている。また、
熱帯林のジャングルやマングローブ密集地帯など普段の中継では
見ることができない自然も魅力的。昨年は荒天による日没順延が続
く中、最終日首位でスタートしたパットン・キザイア（米国）がリッキー・
ファウラー（米国）の追撃を逃げ切り、ツアー初優勝を果たした。 

【大会概要】 
■開催日:11/8(木)～11/11(日) 

■場所：エル・カマレオンGC(メキシコ) 

■賞金総額： 720万ドル(優勝賞金：129.6万ドル) 

■17年優勝：パットン・キザイア (米国) 

シュライナーズホスピタルズ フォ－ チルドレンオープン 

＜放送日時＞ ※1、2日目、3日目前半、最終日前半 生中継 

 １日目     11/2(金)午前5：30～8：30 (初回)   /  午後2：00～5：00   

 ２日目     11/3(土・祝）午前5：30～8：00 (初回)  /   午後0：30～3：00  

 ３日目前半  11/4(日)午前5：30～6：00 

 ３日目後半  11/4(日)午前11：00～午後1：30 

 最終日前半  11/5(月)午前5：30～6：00 (初回) / 午後7：30～8：00     

 最終日後半  11/5(月)午後8：00～10：30 

序盤のアジアシリーズを経て、米国ネバダ州へ。舞台はラスベガス西
郊の岩石砂漠地帯に1991年に造成されたTPCサマーリン。ほとんど
の選手がドライバーでグリーンを狙った341ヤードの15番パー4など、
上がり4ホールはリスク覚悟でチャレンジが必要だ。昨年はパトリック・

カントレー（米国）がアレックス・チェイカ（ドイツ）、キム・ミンフィ（韓国）
との三つ巴のプレーオフを制し、ツアー初優勝。カジノとエンターテイン
メントの本場でギャラリーを沸かせ優勝を手にするのは誰だ！？ 

【大会概要】 
■開催日:11/1(木)～11/4(日) 

■場所：TPCサマーリン(ネバダ州) 

■17年優勝：パトリック・カントレー(米国) 

©Getty Images 

©Getty Images 
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【PGA ツアー】 
 

ザ・ＲＳＭ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           11/15(木)深夜3：30～翌午前6：30 

 ２日目          11/16(金)深夜3：30～翌午前6：30 

 ３日目前半    11/17(土)深夜3：30～翌午前4：00 (初回)  / 11/18(日)午後0：00～0：30 

 ３日目後半    11/18(日)午後0：30～3：00 

 最終日前半  11/18(日)深夜3：30～翌午前4：00 (初回)  / 11/19(月)午後8：00～8：30      

 最終日後半  11/19(月)午後8：30～11：00 

年内最後のツアー公式戦はジョージア州シーアイランドリゾートで
開催される。シーアイランド在住のデービス・ラブⅢ(米国)が大会ホ
ストを務める。彼を中心に当地に拠点を構えるザック・ジョンソン(米
国)やマット・クーチャー(米国)、ブライアン・ハーマン(米国)ら「シー

アイランドマフィア」と呼ばれるトッププロも参戦予定。昨年は
Web.comツアーを勝ち上がり、PGAツアーへ昇格したばかりのオ
ースティン・クック（米国）がツアー4試合目で初戴冠。 

【大会概要】 
■開催日：11/15(木)～11/18(日) 

■場所：シー アイランドリゾート(ジョージア州) 

■17年優勝：オースティン・クック(米国) 

ヒーロー ワールドチャレンジ 

＜放送日時＞  ※全ラウンド生中継 

 １日目  11/29(木)深夜3：30～翌午前6：30 (初回) / 11/30(金)午後8：00～11：00   

 ２日目  11/30(金)深夜3：30～翌午前6：30 (初回) 

  

 ３日目、最終日  １２月放送予定  

 

タイガー・ウッズが大会ホストを務める招待イベント。毎年メジャー
チャンピオンやWGR上位選手を中心に招待される。PGAツアー
の公式大会ではないが、WGRポイントが加算される。昨年は5位
からスタートしたリッキー・ファウラー（米国）が11バーディ、ノーボ
ギーの61と爆発し、逆転優勝。9か月ぶりに復帰したタイガー・ウッ
ズ（米国）も通算8アンダーと元気な姿を見せた。世界の精鋭18名
のみが出場するこの大会。4年連続で出場し、一昨年は優勝を果
たした松山英樹の活躍からも目が離せない。 

【大会概要】 
■開催日:11/29(木)～12/2(日) 

■場所：アルバニー(バハマ) 

■賞金総額： -万ドル(優勝賞金：100万ドル) 

■17年優勝：リッキー・ファウラー(米国) 

©Getty Images 

©Getty Images 
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みんなのＰＧＡツアー 

【放送日】  
  １１月号  11/4(日)午後4：00～4：30    

【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！ 

世界最高峰の舞台PGAツアーに挑む松山英樹。ゴルフネットワークでは出場試合に独自カメラを導入、その日の
プレーハイライトを速報でお届けします。 
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＜放送日時＞  

 １日目 11/14（水） 午前6：30～8：30        ２日目  11/14（水） 午後1：30～3：30     

 ３日目 11/15（木） 午前6：30～8：30        最終日 11/15（木） 午後1：30～3：30 

 

チャールズ・シュワブカップ チャンピオンシップ 

1月から1年を通して争われてきたチャールズ・シュワブカッ
プ、最終戦。プレーオフを勝ち抜いてきた36人が年間王者
100万ドルを賭けてアリゾナ州フェニックスカントリークラブで
争う。1900年に造成されたこのコースは、米国で最も権威の
あるプライベートコースTOP100に選ばれた名門コース。
1986年までフェニックスOPが開催され、本大会は昨年に続
いて2年目。今年チャールズ・シュワブカップトロフィーを掲げ
るのは誰だ！？ 

 

【大会概要】 
■開催日：11/8(木)～11/11(日) 

■場所：フェニックス・カントリークラブ(アリゾナ州) 

■賞金総額：250万ドル 

■17年優勝：ケビン・サザーランド (米国) 

【PGAツアーチャンピオンズ】 

インベスコＱＱＱ チャンピオンシップ 

チャールズシュワブカッププレーオフ第２戦。ポイントレース上
位５４名のみが出場できる。 舞台は昨年同様、PGAツアー「ヒ

ーローワールドチャレンジ」などの舞台として記憶に新しいカリ
フォルニア州の名門、シャーウッドカントリークラブ。昨年はベ
ルハルト・ランガー（ドイツ）がミゲル・アンヘル・ヒメネス（スペ
イン）をプレーオフで破り、シーズン7勝目をマークした。プレー
オフも残り２戦！年間王者に近づくのは誰か！？ 

＜放送日時＞   

  １日目  11/1(木) 午前9：30～11：30     ２日目 11/1(木)午後0：00～2：00      

  最終日  11/2(金) 午前11：00～午後1：00    

【大会概要】 
■開催日：10/26(金)～10/28(日) 

■場所:シャーウッド・カントリー・クラブ(カリフォルニア州) 

■賞金総額：200万ドル 

■17年優勝：ベルンハルト・ランガー(ドイツ) 
©Getty Images 

©Getty Images 
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【オリジナル番組】 

ゴルフネットワーク選手権 ＲｏｍａＲｏ ＣＵＰ 2018 地区大会 

今年で21回目の開催を迎える社会人アマチュアダブルス競技「ゴルフネットワー
ク選手権 RomaRo Cup 2018」。決勝の舞台となる宮崎県フェニックスカントリーク
ラブへの出場権をかけて、ハイレベルな戦いが繰り広げられた。一方で、多くの
選手が家族、夫婦、会社の同僚など、ダブルス競技ならではの和気あいあいとし
た雰囲気でプレーを楽しむ様子も見られた。番組では、全国12会場で行われた地
区大会の模様をお伝えする。アンダーパー必至となる競技レベルの中で、決勝へ
の出場権を掴み取ったのは、果たしてどのチームか！？ 

＜放送日時＞ 

 11/4(日) 午後1：30～3：00 

＜放送日時＞ 

  ～コンペでサルベージ（１）～ミニＰＧＡショーに面白ギアが大集合！ 

  11/2(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。9月8日（土）に開催された「第1回ギア
猿ファンコンペ」。会場では、出演者3人が参加者のゴルフクラブをサルベージし

たり、ラウンド後のパーティではトークショーを行うなど、出演者・参加者が一体と
なる盛り上がりを見せたファンコンペ。今回は、その中でも多くの参加者の注目
を集め“ミニPGAショー”の様相となった面白ギア体験コーナーを中心にお届け
する。 

＜放送日時＞ 

  ＃１  11/5   （月）   午後11：15～11：30         ＃２   11/12 （月）  午後11：15～11：30  

  ＃３  11/19 （月） 深夜0：00～0：15           ＃４   11/26 （月） 午後11：30～11：45 

 

 

プレメンレッスン２！ ～星野豪史メソッド～ 

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。今回はプロゴルファー星野豪史氏が登場
。自身もプレーヤーである傍ら、世界トップレベルのゴルフ理論やトレーニング
を学んだ星野氏。科学的かつ専門的なゴルフレッスンに定評があり、ジュニアゴ
ルファーの育成を多数成功させ、現在は東洋英和女学院大学のゴルフ部コー
チも務める。そんな星野氏が培ったノウハウをもとにしたアマチュアゴルファー
必見の練習メソッドを全4回にわたり紹介していく。 
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【オリジナル番組】 

Ｌｅｔ’ｓ ゴルっち！ 

＜放送日時＞ 

＃６  11/6(火)   午後9：00～9：30        ＃７  11/13(火) 午後9：00～9：30  

＃８  11/20(火) 午後9：00～9：30             ＃９  11/27(火) 午後9：00～9：30 

女子選手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。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、女子選手たちが各ホールご
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

況でもおなじみの田中雄介。女子選手のプライドを賭け、女の意
地と意地がぶつかりあう真剣勝負の幕が開ける！ 

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＞ 

＃３２  11/4(日)   午後5：00～5：15     ＃３３  11/11(日)  午後3：30～3：45  

＃３４  11/18(日) 午後3：00～3：15     ＃３５  11/25(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＞ 

  ＃１５ 11/6(火) 深夜0：00～0：30           ＃１６ 11/20(火) 深夜0：00～0：30 
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【オリジナル番組】 

ゴル魂 

＜放送日時＞ 

  ＃１１９ 11/6(火)   午後11：30～深夜0：00      ＃１２０ 11/13(火) 午後11：30～深夜0：00  

  ＃１２１ 11/20(火) 午後11：30～深夜0：00         ＃１２２ 11/27(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。５ホール

の５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＞ 

 ＃７ 11/6 (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！！ 

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 

＜放送日時＞ 

  ＃２２ 11/13(火) 午後9：30～10：00        ＃２３ 11/27(火) 午後9：30～10：00 
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【オリジナル番組】 

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ 
＜放送日時＞ 

  ＃１５６ 11/6(火)  午後10：30～11：00        ＃１５７ 11/13(火)  午後10：30～11：00  

  ＃１５８ 11/20(火)  午後10：30～11：00       ＃１５９ 11/27(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・ホと元阪神タイガース「代打の神様」桧山進次郎さんが番組ホストを
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、梅田淳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、牧野裕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＞ 

  11/6(火) 午後11：00～11：30         11/13(火) 午後11：00～11：30  

  11/20(火) 午後11：00～11：30          11/27(火) 午後11：00～11：30 

牧野裕のＥｎｊｏｙ Ｇｏｌｆ 

【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＞ 

 ＃１５ 11/5(月) 午後11：30～深夜0：00       ＃１６ 11/19(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！」 

※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 

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

