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今月の注目ラインアップ

【12月は1年を締めくくる特番をラインアップ！】

①タイガー・ウッズの活躍を中心に、2018年のPGAツアーを振り返る

「PGAツアー総まとめ タイガー・ウッズのいた夏2018
（P.2）

②杉ちゃんこと、杉澤伸章プロキャディが今年活躍したあの選手に突撃取材！

「杉ちゃんが行く！2018年特大号」
（P.2）

③タイガー・ウッズがホストを務めるオフシーズンのビッグイベント

「ヒーローワールドチャレンジ」 ※全ラウンド生中継
（P.3）

④小平智・畑岡奈紗などが出場！日本vsタイの親善対抗戦

「アマタフレンドシップカップ」 ※全ラウンド生中継
（P.4）

⑤12月は2018年プロテスト1位vsプロ入り史上最短優勝者対決

「ゴルフ真剣勝負the MATCH（エイミー・コガ vs 大里桃子）」
（P.11）

⑥その他、特別番組が目白押し
1）ゴルフのたすき特番「教える人×教わる人 9ホールChallenge」
2）ゴルフ５創業35周年 ゴルファーの夢、叶えます！
3）ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP 2018決勝大会
4）ジャックバニージュニアゴルフツアー２０１８ チャンピオンシップ ファイナル
5）ぐるなび・骨髄バンクチャリティーゴルフ大会
6）PINGフライデー みんなで目指せ！50切り
7）ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018

（P.12～15）
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＜放送日時＞
12/22（土）午後7:00～8:00

杉ちゃんが行く！2018年特大号

ＰＧＡツアー総まとめ タイガー・ウッズのいた夏2018

苦しい時期を乗り越え、再びゴルフ界の主役の座に戻ってきた
タイガー・ウッズ。いかにして強さを取り戻したのか、タイガーの
復活をPGAツアープレーヤーたちやプロゴルファー、ゴルフ関係
者、ゴルフファンたちはどうみているのか。42歳を迎えたタイガー
の2018年シーズンを振り返る。
そして、2019年から大きく一新するPGAツアーのスケジュール
とシステムを紹介。これを見ればPGAツアーが全てわかる！

＜放送日時＞
12/22（土）午後8:00～9:00

“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！」。年末特大号として、今回は
2018年の日本ゴルフ界を彩ったあの選手を突撃！大
躍進を遂げた今シーズン、そしてこれからの夢に杉ちゃん
が迫る。さらに、今年もJGTOアワードに潜入取材を敢
行。毎年恒例の突撃インタビューで標的は誰に！？

【年末特番】

©Getty Images
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ヒーロー ワールドチャレンジ

＜放送日時＞ ※全ラウンド独占生中継
１日目 11/29（木）深夜3:30～翌午前6:30 ２日目 11/30（金）深夜3:30～翌午前6:30
３日目 12/1（土）深夜2:00～翌午前7:00 最終日 12/2（日）深夜1:00～翌午前6:00
（※最大延長 [最終日]午前8:00まで）

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。舞台はバハマのニュー
プロビデンス島、アルバニー。昨年は9か月ぶりに復帰したタイガーが
元気な姿を見せ話題に。当時は今シーズン、PGAツアー80勝目を
挙げるとは誰も思わなかっただろう。対戦相手は世界の精鋭達。1つ
のミスで優勝から大きく遠ざかってしまうだけに、緊迫の展開が続く。

【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:350万ドル(優勝賞金:100万ドル）
■17年優勝:リッキー・ファウラー

QBEシュートアウト

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 12/7（金）深夜3:30～翌午前6:30 ２日目 12/8（土）深夜3:30～翌午前6:30
最終日 12/9（日）深夜3:00～翌午前6:00
（※最大延長 [最終日]午前8:00まで）

1989年にスタートしたオフシーズンイベント。グレッグ・ノーマンがホスト
を務める大会で、トッププロが２名１組でプレーするチーム戦。初日
はスクランブル、２日目は変則オルタネート方式、最終日はベストボ
ールで行われる。世界のトッププレーヤーがチームを組むだけに、バー
ディー合戦となる大会だ！優勝の鍵を握るのは、２日目に行われる
変則オルタネート方式。ティーショットを両者が打ち、２打目以降を
交互に打ち進める競技方法なだけに、スクランブルやベストボールより
も、チームの相性の良さや戦略性を求められる。普段あまり目にする
ことのない競技方法だけに、見応え十分だ！

【大会概要】
■開催日:12/7（金）～12/9（日）
■場所:ティブロンGC（フロリダ州）
■賞金総額:340万ドル
■17年優勝:ショーン・オヘア/スティーブ・ストリッカー

【PGAツアー】
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アマタフレンドシップカップ

今年、初めての開催を迎える日本vsタイの親善対抗戦「アマタフレンドシッ
プカップ」。アマタスプリングCC（タイ）を舞台に日本とタイ、それぞれの国を
代表するプロとアマチュアがチームを組んで激突する。
「ライダーカップ」「ソルハイムカップ」と同様に、3日間のマッチプレー形式で
勝敗を決める。近年アジアの中で急速にゴルフ強国と名乗りをあげてきたタ
イの地元へ尾崎直道、古閑美保をキャプテンとして率いる日本チームが乗
り込んでいく。主要ツアーがオフでも選手たちの戦いは終わらない。出場選
手は、男女それぞれプロ5人・アマチュア1人の合計12人。注目は、今年
米国ツアー初優勝を果たした小平智と畑岡奈紗。タイからは世界ランク2
位のアリヤ・ジュタヌガーンや、国内シニアツアーで“最強”の座に君臨するプ
ラヤド・マークセンも出場。クリスマスに熱い戦いが繰り広げられる！

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 12/21（金）午後2:30～7:00 ２日目 12/22（土）午後2:30～7:00
最終日 12/23（日）午後2:30～6:30 
（※最大延長 [最終日]午後8:30まで）

【国別対抗戦：日本vsタイ】

©Getty Images

【大会概要】
■開催日:12/21（金）～12/23（日）
■場所:アマタスプリングCC（タイ）
■前回優勝：（新規開催）

【TEAM JAPAN】
＜男子＞
尾崎直道（キャプテン）
谷原秀人、小平智、市原弘大、時松隆光、
川村昌弘、桂川有人（アマチュア）
＜女子＞
古閑美保（キャプテン）
畑岡奈紗、福田真未、川岸史果、原英莉花、
小祝さくら、吉田優利（アマチュア）

みんなのＰＧＡツアー

【放送日】
１２月号 12/2（日）午後3：00～3：30 

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！

【PGAツアー関連番組】



5

【放送日】
＜1日目＞ フォアボール 12/29（土）午前6:00～9:00 フォアサム 12/29（土）午前9:00～午後0:00
＜2日目＞ フォアボール 12/29（土）午後1:00～4:00 フォアサム 12/29（土）午後4:00～7:00
＜最終日＞ シングルス 12/29（土）午後8:00～11:00

【国内ツアー】【海外トーナメント関連番組】

米国×欧州 ライダーカップ 一挙放送！

ゴルフ界最大のイベント「ライダーカップ」。米国選抜と欧州選抜が
2年に一度、母国の期待を背負い、それぞれのプライドをかけて激
突する今大会。前回大会で米国選抜に敗れた欧州選抜が、ホ
ームで米国選抜を迎え撃つ。一進一退を繰り広げる激戦の中、
最後はチーム力で勝った欧州選抜がカップ奪還を果たした。大会
前週の「ツアーチャンピオンシップ」で復活優勝を成し遂げたタイガ
ー・ウッズが選手としてチーム復帰を果たしたことでも大きな注目が
集まった今大会の模様を全ラウンド一挙放送でお届けする。

【放送日】
＜男子＞
「全米オープンゴルフ選手権 最終日」（優勝：ブルックス・ケプカ）

12/30（日）午前8：00～11：00
「全英オープンゴルフ選手権 最終日」（優勝：フランチェスコ・モリナリ）

12/30（日）午後0：00～3：00
「全米プロゴルフ選手権 最終日」（優勝：ブルックス・ケプカ）

12/30（日）午後4：00～7：00
＜女子＞
「全英リコー女子オープンゴルフ選手権 最終日」（優勝：ジョージア・ホール）

12/30（日）午後7：00～10：00 

海外メジャー 一挙放送！

海外メジャー4大会（男子3大会・女子1大会）の最終日を12/30（日）に一挙放送でお届けする。今年の海外メジャーと
言えば、何と言ってもタイガー・ウッズ。自身15回目となるメジャー優勝こそ果たせなかったものの、全英オープンと全米プロゴルフ
選手権では、世界中のゴルフファンにタイガーの復活優勝を期待させた。全英リコー女子オープンでは、比嘉真美子の活躍が光
った。残念ながらメジャー制覇を果たすことはできなかったが、大会初日から上位争いを演じ、最後まで注目を集めた。

©Getty Images

©Getty Images
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２０１８Hitachi ３Tours Championship

PGAツアー、JGTO、LPGAの各ツアーにおける賞金ランキング上位3選手と推薦3選手がそれぞれのツアーのプライドをかけて熱
戦を繰り広げる大会。 午前フォアボール、午後フォアサムの計6マッチが行われ、合計ポイント数で争う。昨年は、午前に4.5pt、
午後に7ptを獲得し、逃げ切ったJGTOチームが連覇を果たし小平智が2年連続のMVPに輝いた。国内男女ツアーで活躍した
選手達が一同に会す、2018年総決算大会だ！

【大会概要】
■開催日:12/9（日）
■コース:グリッサンドゴルフクラブ（千葉県）
■賞金総額:5700万円（優勝賞金:3000万円）
■17年優勝:JGTOチーム

＜放送日時＞
12/1（土）午後3:00～4:00

男女シニアの3ツアーから選抜された代表選手による対抗戦「Hitachi 3Tours Championship」。番組では、各ツアー
の応援団長として、ツアープロ3名をゲストに招き、今季を振り返りながら、今大会の出場選手や注目選手を始め、大会の
見どころを紹介していく。過去13回のうち、女子４勝、シニア2勝に対して、男子7勝という実に勝率5割を超える結果。各
ホールごとに女子・シニアは男子よりも短い距離でプレーするものの、それでも今年も男子のパワーゴルフが優勢となるのか。
女子やシニアの勝利のカギを握るのは果たして誰か！？

２０１８シーズンの総決算
Hitachi ３Tours Championship 開幕直前ＳＰ

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃82 12/3（月）午後11:00～11:15 ＃83 12/10（月）午後11:00～11:15

≪ スペシャル番組「ぎゅっと週刊国内ツアー ～2018シーズン総集編～」 ≫
12/17（月）午後11:00～11:45

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！12/17（月）は「2018シーズン総集編」と題して、45
分の拡大版でお届け！今季活躍したプロへのインタビューを交えて、激動の
2018年シーズンを振り返ります！

＜放送日時＞
12/9（日）午後10:15～11:45

【国内ツアー・関連番組】
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2018国内ツアー 一挙放送！

2017年よりもさらにボリュームアップを果たした今年の国内ゴルフ中継。とことん1番ホール生中継は3大会増の21大
会、ダイジェスト放送は6大会増の26大会を放送した。3月の「ダイキンオーキッドレディス」から12月の「Hitachi 3 
Tours Championship」までのダイジェスト放送を中心に1番ホール生中継と組み合わせて220時間にわたって一
挙放送！石川遼の国内復帰でスタートダッシュを果たした男子ツアー、黄金世代の躍進、香妻琴乃を始めとした初
優勝者が続出など、今年も多くの名場面、名シーンが飛び出した国内トーナメント。見逃してしまった、もう一度見たい
皆様にお届けする。

【国内ツアー】

＜男子ツアー放送日時＞
1）パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ（優勝:ラヒル・ガンジー）
＜3日目＞1番ホール 12/4（火）午前5:00～9:00

ダイジェスト 12/4（火）午前9:30～11:30
＜最終日＞1番ホール 12/5（水）午前5:00～9:00

ダイジェスト 12/5（水）午前9:30～午後0:30

2）中日クラウンズ（優勝:Y.E.ヤン）
＜1日目＞ダイジェスト 12/7（金）午前5:00～8:00
＜2日目＞ダイジェスト 12/7（金）午前8:30～11:30
＜3日目＞1番ホール 12/8（土）午前7:00～11:00

ダイジェスト 12/8（土）午前11:00～午後1:00
＜最終日＞1番ホール 12/9（日）午前7:00～11:00

ダイジェスト 12/9（日）午前11:00～午後1:00

3）関西オープンゴルフ選手権（優勝:時松隆光）
＜3日目＞ダイジェスト 12/13（木）午後4:00～5:30
＜最終日＞ダイジェスト 12/13（木）午後6:00～7:30

４）長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント（優勝:ブラッド・ケネディ）
＜3日目＞ダイジェスト 12/16（日）午後2:00～3:00
＜最終日＞ダイジェスト 12/16（日）午後3:00～4:30

５）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（優勝:池田勇太）
＜2日目＞ダイジェスト 12/19（水）午前6:00～8:00
＜3日目＞1番ホール 12/20（木）午前5:30～9:30

ダイジェスト 12/20（木）午前10:00～11:15
＜最終日＞1番ホール 12/21（金）午前5:00～8:45

ダイジェスト 12/21（金）午前8:45～10:15

６）トップ杯 東海クラシック（優勝:アンジェロ・キュー）
＜3日目＞ダイジェスト 12/22（土）午後0:00～1:30
＜最終日＞ダイジェスト 12/23（日）午後0:00～1:30

７）日本オープンゴルフ選手権競技（優勝:稲森佑貴）
＜3日目＞1番ホール 12/24（月・祝）午前7:00～午後0:15
＜最終日＞1番ホール 12/24（月・祝）午後0:15～5:30
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2018国内ツアー 一挙放送！

＜男子ツアー放送日時＞
８）HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP
＜1日目＞ダイジェスト 12/27（木）午前5:00～6:00
＜2日目＞ダイジェスト 12/27（木）午前6:00～7:00
＜3日目＞1番ホール 12/27（木）午前7:00～9:45

ダイジェスト 12/27（木）午前10:30～午後0:30
＜最終日＞1番ホール 12/27（木）午後1:30～4:15

ダイジェスト 12/27（木）午後4:15～6:15

９）カシオワールドオープン ゴルフトーナメント
＜2日目＞ダイジェスト 12/28（金）午前5:00～7:00
＜3日目＞1番ホール 12/28（金）午前7:00～9:45

ダイジェスト 12/28（金）午前10:30～午後0:30
＜最終日＞1番ホール 12/28（金）午後1:30～4:15

ダイジェスト 12/28（金）午後5:00～6:30

【国内ツアー】

＜シニアツアーその他放送日時＞
1）ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント（優勝：グレゴリー・マイヤー）
＜最終日＞ ダイジェスト 12/9（日）深夜0：00～2：00

2）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（優勝:米山剛）
＜1日目＞ダイジェスト 12/24（月・祝）午前5:00～6:00
＜2日目＞ダイジェスト 12/24（月・祝）午前6:00～7:00
＜3日目＞1番ホール 12/25（火）午前5:00～9:30

ダイジェスト 12/25（火）午前10:00～午後0:00
＜最終日＞1番ホール 12/26（水）午前5:00～9:00 

ダイジェスト 12/26（水）午前9:30～11:30

3）Hitachi 3Tours Championship
ダイジェスト 12/29（土）午後11:00～深夜0:30
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2018国内ツアー 一挙放送！

＜女子ツアー放送日時＞
1）ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント（優勝:イ・ミニョン）
＜1日目＞ダイジェスト 12/3（月）午後3:30～4:30 
＜2日目＞ダイジェスト 12/3（月）午後4:30～5:30
＜最終日＞ダイジェスト 12/3（月）午後6:00～7:30

2）Tポイントレディス ゴルフトーナメント（優勝:鈴木愛）
＜1日目＞ダイジェスト 12/4（火）午後0:30～3:00 
＜2日目＞ダイジェスト 12/4（火）午後4:00～7:00
＜最終日＞ダイジェスト 12/4（火）午後7:00～8:30

3）アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI（優勝:フェービー・ヤオ）
＜1日目＞1番ホール 12/5（水）午後4:00～7:30 ダイジェスト 12/5（水）午後7:30～8:30
＜2日目＞1番ホール 12/6（木）午後2:00～5:30 ダイジェスト 12/6（木）午後6:00～7:30
＜最終日＞1番ホール 12/6（木）午後9:00～11:45 ダイジェスト 12/6（木）午後11:45～深夜1:00

4）ヤマハレディースオープン葛城（優勝:アン・ソンジュ）
＜3日目＞ダイジェスト 12/7（金）午後3:30～6:30
＜最終日＞ダイジェスト 12/7（金）午後7:00～10:00

5）リゾートトラストレディス（優勝:岡山絵里）
＜2日目＞ダイジェスト 12/9（日）午後3:00～4:30
＜最終日＞ダイジェスト 12/9（日）午後4:30～6:00

6）ほけんの窓口レディース（優勝:鈴木愛）
＜1日目＞1番ホール 12/10（月）午後3:30～6:30 ダイジェスト 12/10（月）午後7:00～8:00
＜2日目＞1番ホール 12/11（火）午後4:30～7:15 ダイジェスト 12/11（火）午後7:15～8:45
＜最終日＞1番ホール 12/12（水）午後4:00～6:30 ダイジェスト 12/12（水）午後7:00～8:30

7）宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント（優勝:成田美寿々）
＜2日目＞ダイジェスト 12/12（水）午後10:30～深夜0:30
＜3日目＞1番ホール 12/13（木）午後8:00～深夜0:00 ダイジェスト 12/13（木）深夜0:00～1:00
＜最終日＞1番ホール 12/14（金）午後8:00～深夜0:00 ダイジェスト 12/14（金）深夜0:00～1:30

8）大東建託・いい部屋ネットレディス（優勝:黄アルム）
＜3日目＞1番ホール 12/15（土）午前6:00～9:30 ダイジェスト 12/15（土）午前9:30～午後0:30
＜最終日＞1番ホール 12/16（日）午前6:00～11:00

ダイジェスト 12/16（日）午前11:00～午後0:30

9）アース・モンダミンカップ（優勝:成田美寿々）
＜1日目＞ダイジェスト 12/15（土）午後3:00～6:00 
＜2日目＞ダイジェスト 12/15（土）午後6:00～9:00
＜3日目＞ダイジェスト 12/15（土）午後9:00～深夜0:00
＜最終日＞ダイジェスト 12/15（土）深夜0:00～1:30

【国内ツアー】
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2018国内ツアー 一挙放送！

＜女子ツアー放送日時＞
10）CAT Ladies（優勝:大里桃子）
＜最終日＞ダイジェスト 12/16（日）午後5:00～6:30

11）北海道meijiカップ（優勝:福田真未）
＜1日目＞ダイジェスト 12/17（月）午後1:30～3:00
＜2日目＞1番ホール 12/17（月）午後3:30～6:30 ダイジェスト 12/17（月）午後6:30～8:00
＜最終日＞1番ホール 12/18（火）午後4:30～7:15 ダイジェスト 12/18（火）午後7:15～8:30

12）マンシングウェアレディース東海クラシック（優勝:香妻琴乃）
＜1日目＞ダイジェスト 12/19（水）午後7:00～9:00
＜2日目＞1番ホール 12/19（水）午後9:00～深夜0:00 ダイジェスト 12/19（水）深夜0:00～1:30
＜最終日＞1番ホール 12/20（木）午後9:30～深夜0:30 ダイジェスト 12/20（木）深夜0:30～1:45

13）日本女子オープンゴルフ選手権競技（優勝:ユ・ソヨン）
＜3日目＞1番ホール 12/22（土）午前6:00～11:15
＜最終日＞1番ホール 12/23（日）午前6:00～11:15

14）富士通レディース（優勝:成田美寿々）
＜2日目＞ダイジェスト 12/24（月・祝）午後10:00～11:00
＜最終日＞ダイジェスト 12/24（月・祝）午後11:00～深夜0:30

15）樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント（優勝:ささきしょうこ）
＜2日目＞ダイジェスト 12/26（水）午後10:30～11:30
＜最終日＞ダイジェスト 12/26（水）午後11:30～深夜1:00

16）伊藤園レディスゴルフトーナメント
＜2日目＞ダイジェスト 12/27（木）午後10:00～11:00
＜最終日＞ダイジェスト 12/27（木）午後11:00～深夜0:30

【国内ツアー】
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ＰＮＣファーザーサン チャレンジ

1995年にスタートした大会。メジャーもしくは「ザ・プレーヤーズチャンピオ
ンシップ」を制した選手がエントリー出来る親子競技。往年の名選手た
ちが、父親として息子や娘とチームを組む大会で、デービス・ラブ３世が「
５つ目のメジャー」と呼ぶほど選手たちに愛されている大会だ。各年代を
彩ってきたレジェンドプロとその息子、娘、孫たちがタッグを組み争う、チャ
ンピオンズツアーの最終戦。昨年はオメーラ親子、ランガー親子を抑え、
メジャー2勝、屈指の飛ばし屋として知られたアンヘル・カブレラ親子が2
日間首位を守り優勝を果たした。

＜放送日時＞
１日目 12/16（日）午後7:00～10:00 最終日 12/17（月）午後8:00～11:00

【大会概要】
■開催日:12/15（土）～12/16（日）
■場所:ザ・リッツカールトンGC（フロリダ州）
■賞金総額:108.5万ドル（優勝賞金:20万ドル）
■17年優勝:アンヘル・カブレラ（アルゼンチン）

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃３３ （エイミー・コガvs大里桃子） 12/5（水）午後9：00～11：00

1995年に長崎で生まれ、ハワイで育ったエイミーがゴルフを始めたの
は8歳のとき。父親から「優勝したら好きなものを買ってあげる」という
誘惑に引っ張られて始めたものだが、2010年には世界ジュニアで優
勝するほどの活躍。176cmの高身長から放たれる平均飛距離260
ヤードのドライバーショットを武器に、今年のプロテストではトップ合格を
果たす。今季は、レギュラーツアー21試合出場のうち14試合で予選
を突破、ステップアップツアーでは2試合に出場して最高位は2位に入
った。憧れのプロゴルファーは自身と同じくハワイをバックグラウンドに持
つミッシェル・ウィー。
一方、1998年生まれの大里がゴルフを始めたのは、エイミーと同じ8
歳のとき。ジュニア時代から頭角を現し、地元の熊本・九州の大会を
中心に優勝を重ね、高校時代では「全国高等学校ゴルフ選手権」
団体戦で優勝・2位・優勝するなどの活躍を見せる。エイミーと同じく
今年のプロテストで合格し、そのわずか23日後の「CAT Ladies」で
ツアー初優勝。プロ入り後のツアー優勝までの最短記録を樹立した。
来季に更なる飛躍を目指す2人の対決を制するのは果たして!?

ゴルフ真剣勝負ｔｈｅＭＡＴＣＨ

©Getty Images
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＜放送日時＞
12/1（土） 午後4：00～5：00

【オリジナル番組】

ゴルフのすそ野を広げていくことを目的とした、ゴルフビギナー向け情報番
組「ゴルフのたすき」。2018年の締めくくりとなる今回は、10月8日（月
・祝）に取手国際ゴルフ倶楽部（茨城県）で開催されたイベント「教
える人×教わる人 9ホールChallenge」の模様をお届けする。ゴルフ初
心者（ゴルフを教わる側）が、普段ゴルフを教わっている人とペアを組ん
で、9ホールをプレーするこのイベントでは、基本的にプレーをするのはゴル
フ初心者で、もう1人はアドバイスのみ。プレーヤーの技術だけではなく、
教える側のスキルも重要になってくるだけに、教える側は自分がプレーす
る以上に気を遣わなければならない。この経験を通じて、ゴルフ初心者に
ゴルフを続けてもらえるように教えるにはどうしたらよいのかの気づきを得て
もらいたいという願いを込めて開催したこのイベントで参加者の胸に残った
ものは果たして！？

ゴルフのたすき２０１８特番
「教える人×教わる人 ９ホールChallenge」

＜放送日時＞
コンペでサルベージ（２）～さよならアイスブロックパター～
12/7（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、9月8
日（土）に開催された「第1回ギア猿ファンコンペ」の模様をお届けする
後半戦。出演者3人による参加者のゴルフクラブサルベージや、ラウンド
後に開催されたパーティでのトークショーなどを中心にお届けする。

12/31（月）の大晦日は「去る（猿）年、来る年、『ギア猿』一挙放送！」
2018年に放送した中から11回分をまとめてお届け！ギア猿オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも
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ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP ２０１８決勝大会

今年で21回目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」。全国12会場で開催された地区大会を
勝ち抜いたチームが、宮崎県フェニックスカントリークラブで行われる決勝大
会に駒を進めた。今年、決勝大会を制したのはどのチームか！？五十嵐雄
二プロのコース解説と共にダイジェストでお届けする。

＜放送日時＞
12/2（日）午前10:00～11:15

＜放送日時＞
12/1（土）午後11:00～深夜0:00

ゴルフ５創業35周年 ゴルファーの夢、叶えます！

【オリジナル番組】

日本最大級のゴルフ専門店「ゴルフ5」が創業35周年を記念して実施した「ゴルファーの夢、叶えます！」キャンペーン。当選者の中
から「トーナメントセッティングされたコースでプレーしてみたい」「ツアープロと一緒にラウンドしてみたい」「ゴルフ仲間にサプライズしたい」
という3つの夢を叶える番組。トーナメントを終えたばかりの開催コースで当選者を迎えるのは、そのトーナメント中継で解説を務めた
あのプロゴルファー。また、プロゴルファーとのラウンドに胸を膨らませるジュニアたちの前に登場したのは日米で活躍するあの女子プロ。
さらにゴルフ仲間が“友達”として連れてきたのは、まさかのプロゴルファーだった。番組では、鶴見辰吾がMCを務め、当選者が夢をか
なえる模様をお届けする。
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
12/8（土）午後5:00～5:30

ジャックバニージュニアゴルフツアー２０１８ チャンピオンシップ ファイナル

「GOLF IS LOVE」をコンセプトにするゴルフアパレルブランド「Jack Bunny!! by PEARLY GATES」を手掛ける株式会社TSIグ
ルーヴアンドスポーツが主催するジュニアイベント決勝大会を番組化。全国で行われた予選を突破した中学・高校生のゴルファーが、
茨城県の宍戸ヒルズカントリークラブに集結。優勝者にはプロレギュラーツアーに出場できる権利が与えられるなど、豪華特典満載の
大会の模様をお届けする。

今回で13回目を迎える｢ぐるなび･骨髄バンクチャリティゴルフ
大会｣｡本大会の活動に対する理解の深い女子プロゴルファーや
一般参加者には既に年末には欠かせないプロ･アマ大会となって
いる｡11月26日（月）に神奈川県の名門･戸塚カントリー倶楽部
（西コース）で行なわれた大会の模様をダイジェストにして放
送する｡

＜放送日時＞
12/22（土）午後9:00～9:30

ぐるなび・骨髄バンクチャリティーゴルフ大会

＜放送日時＞
12/28（金）午後11:00～11:30

PINGフライデー みんなで目指せ！50切り

「高い」「遠い」「長時間」というイメージで、実際に始める
までのハードルの高さを感じさせてしまいがちな“ゴルフ”。そ
んなゴルフを身近で手軽に楽しんでもらうことをコンセプトに
、“金曜日の午後”から参加できるゴルフイベントを開催。番組
では、11月16日（金）に「浦和ゴルフ倶楽部」で行うこのイ
ベントの模様とともに、これからの新しいゴルフの楽しみ方を
お届けする。
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ゴルフネットワークが、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切
さを伝えることを趣旨とするピンクリボン運動を始めて今年で14年目。今
年は10月13日にピンクリボンチャリティレッスンを開催。そして11月30日
にはレディスダブルスを開催。各イベントの模様を収録し、視聴者へゴル
フネットワークのピンクリボン運動をお伝えする。

＜放送日時＞
12/29（土）午後7:00～7:30

ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ２０１８

【オリジナル番組】

ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ

＜放送日時＞
♯３４３ 12/11（火）午後10：00～10：30 ♯３４４ 12/25（火）午後10：00～10：30

ゴルフは楽しく真剣に！番組では、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。ビートたけしさん、ビートきよしさんが
11月に引き続き登場！今月はたけしさん＆池田勇太、きよしさん＆宮
本勝昌に分かれてのペアマッチ。勝利を手にするのは果たして！？
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“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＞
＃１７ 12/3（月）午後11：30～深夜0：00 ＃１８ 12/17（月）午後11：45～深夜0：15 

稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」

【オリジナル番組】

あすゴル！ゴルフ部

＜放送日時＞
＃３６ 12/2（日）午後10：00～10：15 ＃３７ 12/9（日）午後10：00～10：15
＃３８ 12/16（日）午後10：00～10：15 ＃３９ 12/23（日）午後10：00～10：15
＃４０ 12/30（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！

Ｌｅｔ’ｓ ゴルっち！

＜放送日時＞
＃９ 12/4（火）午後9：00～9：30 ＃１０ 12/11（火）午後9：00～9：30 
＃１１ 12/18（火）午後9：00～9：30 ＃１２ 12/25（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！



17

橋本マナミのＬｅａｄｅｒ’ｓＧＯＬＦ

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 12/4（火）深夜0：00～0：30 ＃１８ 12/18（火）深夜0：00～0：30

【オリジナル番組】

ゴル魂

＜放送日時＞
＃１２３ 12/4（火）午後11：30～深夜0：00 ＃１２４ 12/11（火）午後11：30～深夜0：00 
＃１２５ 12/18（火）午後11：30～深夜0：00 ＃１２６ 12/25（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。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！

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＞
＃２４ 12/11（火）午後9：30～10：00 ＃２５ 12/25（火）午後9：30～10：00
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葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

＜放送日時＞
＃８ 12/4 （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・森末慎二さんのゴルフ番組。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！！

【オリジナル番組】

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ
＜放送日時＞
＃１６０ 12/4（火）午後10：30～11：00 ＃１６１ 12/11（火）午後10：30～11：00 
＃１６２ 12/18（火）午後10：30～11：00 ＃１６３ 12/25（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＞
12/4（火）午後11：00～11：30 12/11（火）午後11：00～11：30 
12/18（火）午後11：00～11：30 12/25（火）午後11：00～11：30

牧野裕のＥｎｊｏｙ Ｇｏｌｆ

※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/

