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今月の注目ラインアップ 

 
 
 
 
 

【1月はPGAツアーがイチオシ！】 
 

①2019年のPGAツアーは全試合・全ラウンド生中継！ 
 1）2018年の優勝者だけが出場できるエリートフィールド 

  「セントリートーナメント オブ チャンピオンズ」 
 2）毎年、多くの日本人選手が参戦する 

  「ソニーオープン イン ハワイ」 
 3）予選ラウンドは3日間で3つのコースをプロアマ形式でラウンドする変則トーナメント 

  「デザートクラシック」 
 4）今年のトーレパインズの主役はタイガー！？ 

  「ファーマーズインシュランスオープン」 
                                              （P.2～3） 
 

②シリーズの2019年第1弾。松山英樹へのインタビューも交えてお届けする。 

 「松山英樹を見た証言～２０１９新春特別編～」 
             （P.4） 
 

③1月は鹿児島出身・2018年ツアー初優勝者対決をお届け 

 「ゴルフ真剣勝負 the MATCH（出水田大二郎 vs 稲森佑貴）」 
  ＜関連番組＞ 
   1/1（火・祝）～3（木）が「the MATCH」一挙放送！ 
    2018年に放送した全12戦をまとめてお届け！ 
              （P.7） 
 

④石川遼&稲森佑貴 vs 時松隆光&星野陸也！若手男子プロがダブルスで対決 

 「決戦！ vs石川遼」 
             （P.5） 
 

⑤ゴルフで人間はAIに勝てるのか！？ 

 「ザ・シンギュラリティ」～人間対ＡＩ 天下分け目のゴルフ対決～ 
                 （P.8） 
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セントリートーナメント オブ チャンピオンズ 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり 
 １日目 1/4（金）午前8:00～午後0:00     
  ２日目 1/5（土）午前8:00～午後0:00 
 ３日目 1/6（日）午前6:00～10:00      
  最終日 1/7（月）午前8:00～午後0:00  
（※最大延長  [３日目]午前11:00まで、 [最終日]午後1:30まで） 

昨シーズンの優勝者のみが出場する大会。ウィンターブレークを終え、
世界トップランカーたちがハワイ、マウイ島に集う！ザ・プランテーション
コースatカパルアリゾートは360度のパノラマビューが広がる壮大なコ
ース。例年ビッグスコアが飛び出す大会だ。昨年は、歴史に残る430
ヤードのドライバーショットを見せつけたダスティン・ジョンソンが2位に8
打差をつけ圧勝。新年の幕開けにふさわしいスタートとなった。今年
は小平智が出場。猛者たちが集う大会で存在感を発揮できるか。 

【大会概要】 
■開催日:1/3（木）～1/6（日） 
■場所：ザ・プランテーションコース at カパルアリゾート（ハワイ州） 
■賞金総額：650万ドル（優勝賞金：126万ドル） 
■18年優勝:ダスティン・ジョンソン 

ソニーオープン イン ハワイ 
＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり 
 １日目 1/11（金）午前9:00～午後0:30 
  ２日目 1/12（土）午前9:00～午後0:30 
 ３日目 1/13（日）午前9:00～午後0:30 
  最終日 1/14（月・祝）午前8:00～午後0:00 
 （※最大延長  [３日目]午後1:30まで、  [最終日]午後2:00まで） 

ハワイアンスイング2戦目は、オアフ島ワイアラエCCで開催。例年多く
の日本人が出場するこの大会、今年は松山英樹も参戦を表明。復
活へ期待がかかる。鍵となるのは日本ではあまり見ることができないバ
ミューダ芝の攻略だ。強くしっかりと打てるかが勝負の鍵となる。さらに
マスターズ出場をかけた世界ランク50位以内を目指す戦いも始まっ
ている。マスターズ前週までに50位に入り込めるか。数少ないPGAツ
アー出場をどう生かせるかにも注目だ。 

【大会概要】 
■開催日:1/10（木）～1/13（日） 
■場所：ワイアラエCC（ハワイ州） 
■賞金総額：640万ドル（優勝賞金：111.6万ドル） 
■18年優勝:パットン・キザイア 

【PGAツアー】 

©Getty Images 

©Getty Images 
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デザートクラシック 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり 
 １日目 1/18（金）午前5:00～9:00      
 ２日目 1/19（土）午前5:00～9:00 
 ３日目 1/20（日）午前5:00～9:00 
 最終日 1/21（月）午前5:00～9:00 
 （※最大延長  [３日目]午前9:30まで、  [最終日]午前11:00まで） 

ハワイでの2戦を終え、舞台は米国西海岸へ。今年は大会開催60
周年を記念し、大会名が「キャリアビルダーチャレンジ」から1950年
代に使われていた「デザートクラシック」へと変更された。初日から3日
目まで3つのコースをプロアマ形式でプレーし、最終日はメイン会場と
なるPGAウェスト スタジアムコースを舞台にプロのみで争われる。例年
スコアの伸ばしあいになり、バーディ合戦となる。過去12年で5人の初
優勝者が出るなど、混戦必至。 

【大会概要】 
■開催日:1/17（木）～1/20（日） 
■場所：PGAウェスト スタジアムコース（カリフォルニア州） 
■賞金総額：590万ドル（優勝賞金：106.2万ドル） 
■18年優勝:ジョン・ラーム（スペイン） 

ファーマーズインシュランスオープン 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり 
 １日目 1/25（金）午前5:00～9:00 
 ２日目 1/26（土）午前5:00～9:00 
 ３日目 1/26（土）深夜3:00～翌午前8:00 
 最終日 1/27（日）深夜3:00～翌午前8:30 
 （※最大延長  [３日目]午前9:00まで、 [最終日]午前11:00まで） 

1月最後の大会は名門コース、トーレパインズGCで開催。タイガー・
ウッズに所縁があり、08年全米OP最終日の18番でのスーパーショッ
トとタイガーの咆哮は多くのファンの記憶に残っているはずだ。17年、
この大会を最後に休養に入り、昨年復活に選んだのもこのコースだっ
た。さらに昨年はジェイソン・デイが2季ぶりの復活優勝を果たしたのも
この大会だった。日没順延になったデイとノレンの死闘はまた1つ、この
コースの名場面となった。 

【大会概要】 
■開催日:1/24（木）～1/27（日） 
■場所：トーレパインズGC（カリフォルニア州） 
■賞金総額： 710万ドル（優勝賞金：124.2万ドル） 
■18年優勝:ジェイソン・デイ（オーストラリア） 

【PGAツアー】 

©Getty Images 

©Getty Images 
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みんなのＰＧＡツアー 

【放送日】  
  １月号  1/6（日）午後0：00～0：30    

ＰＧＡツアーハイライト～今日の松山英樹～ 

【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】 

松山英樹を見た証言～２０１９新春特別編～ 

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2019年第1弾。怪我や不調に苦しみながらも5
年連続で“ツアーチャンピオンシップ出場”という偉業を達成した2017-18シー
ズン。そして、既に新たな戦いをスタートさせた2018-19シーズン。番組では、
お馴染みのゴルフネットワーク解説陣が注目した大会を振り返りながら2019
年の松山選手の展望を占うとともに、松山英樹本人や、松山の戦いを支えた
進藤大典キャディ・飯田光輝トレーナーへのインタビューを交えてお届けする。 

＜放送日時＞ 
 1/1（火・祝）午後8:00～9:00 

【年始特番】 

©Getty Images 



＜放送日時＞ 
 1/1（火・祝）午後7:00～8:00 

決戦！ ｖｓ石川遼 

石川遼・時松隆光・稲森佑貴・星野陸也が9ホールのダブルスで対決！ 
選手会長の石川遼に加え、シーズン序盤から賞金王レースを牽引した時松
隆光、日本オープン王者の稲森佑貴、そして今年ツアー初優勝を挙げた星
野陸也がバラエティ要素を排除した“真剣勝負”に臨む。石川・稲森vs時松
・星野の勝利は果たしてどちらのチームに！？番組では、両チームの戦いぶり
を芹澤信雄が間近で見ながら解説。さらに、ダブルス終了後は「エキストラホ
ール」として、個人戦のスキンズマッチを実施。アプローチやバンカーショットで魅
せる“プロの技”にも注目だ。 

【年始特番】 

＜放送日時＞ 
 1/1（火・祝）午前8:30～9:00 

ＹＡＭＡＨＡ ＰＲＥＳＥＮＴＳ 「賞金王誕生物語」 

2007年賞金王の谷口徹、2012年賞金王の藤田寛之、そして2018年賞金王に最も近い存在の今平周吾。ともにヤマハ
の用具契約をする3人だが、今平にとっては、ヤマハの用具使用を開始してからわずか2年でこれほどまでの活躍を見せるまでに
なった。そこに谷口・藤田2人の賞金王経験者の存在が与えた影響とは！？番組では、ヤマハの用具契約プロへとの対談を
通じて、賞金王を生み出す“ヤマハゴルフ”に迫る。 

©東海テレビ放送 

【大会概要】 
■開催日:1/17（木）～1/20（日） 
■場所:セントーサゴルフクラブ セラポンコース（シンガポール） 
■賞金総額:100万ドル 
■18年優勝：セルヒオ・ガルシア（スペイン） 
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SMBCシンガポールオープン 

日本ツアーとアジアンツアーの共同主管で行われる「SMBCシンガポールオ
ープン」。4月の「東建ホームメイトカップ」に先駆けて開催される今大会か
ら、早くも国内男子ツアーが開幕する。国内ツアーの本格復帰とともに最
年少の選手会長に就任した石川遼の参戦で大きな注目が昨年大会。
決勝ラウンドはスコアが伸び悩んだものの、予選ラウンドを首位タイで終える
などその存在感を示した。一方、前年のマスターズ王者として出場したセル
ヒオ・ガルシアが後続に5打差をつけ、今大会を制した。今年も多くの国内
ツアーメンバーが出場し、前年優勝者として参戦するガルシアに挑む。
2019年の国内ツアー初戦を制するのは果たして！？ 

＜放送日時＞ ※1日目、2日目 生中継 
 １日目前半   1/17（木）午前10：00～午後2：00 
 １日日後半   1/17（木）午後4：00～7：00     
 ２日目前半   1/18（金）午後0：00～2：00  
 ２日目後半   1/18（金）午後4：00～7：00     
 ３日目      1/19（土）午後10：00～深夜1：00     
 最終日         1/20（日）午後10：00～深夜1：00 

【国内男子ツアー】 

©Getty Images 

【大会概要】 
■開催日:1/17（木）～1/20（日） 
■場所:セントーサゴルフクラブ セラポンコース（シンガポール） 
■賞金総額:100万ドル 
■18年優勝：セルヒオ・ガルシア（スペイン） 

 三菱エレクトリックチャンピオンシップ at フアラライ 

直近2年間のツアーチャンピオンを筆頭に、メジャーチャンピオン、ツアー5
勝以上のプレーヤーなど、豪華な顔ぶれが集結するこの大会からシーズ
ンが本格的に幕を開ける。今年もジャック・ニクラスが設計したハワイ島、
フアラライGCが舞台となる。フェアウェイの青々とした緑、白砂のバンカー
、黒く光る溶岩、青い海の美しいコントラストも楽しみたい。 

＜放送日時＞ 
  １日目  1/22（火）午後7:00～9:00      ２日目 1/23（水）午後7:00～9:00 
  最終日 1/24（木）午後7:00～9:00 

【大会概要】 
■開催日:1/17（木）～1/19（土） 
■場所:フアラライGC（ハワイ州） 
■賞金総額:180万ドル（優勝賞金:30.5万ドル） 
■18年優勝:ジェリー・ケリー 

【PGAツアーチャンピオンズ】 

©Getty Images 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 
  ＃３４ （出水田大二郎 vs 稲森佑貴）  1/2（水）午後9：00～11：00  

1月は出水田大二郎と稲森佑貴の鹿児島出身・2018年ツアー初優勝者
対決をお届け。 
1993年生まれの出水田がゴルフを始めたのは9歳のとき。横峯さくらの父・
良郎氏が主宰する「めだかクラブ」で同級生の香妻琴乃や弟の香妻陣一朗
らと腕を磨いた。中学3年のときに九州ジュニアを初制覇し、憧れの秋吉翔
太を追いかけて樟南高校に進学。そこでも九州ジュニアで勝ち続け、4連覇
の快挙を達成した。高校卒業後にプロ転向した後、チャレンジツアー2戦目
での初優勝後は苦しい時期を過ごすも、2016年から着実にステップアップし
てレギュラーツアーのシード権を獲得。そして今年8月の「RIZAP KBCオーガ
スタ」で念願の初優勝。嬉しさに号泣する秋吉翔太と喜びを分かち合った。 
一方、1994年生まれの稲森がゴルフを始めたのは6歳のとき。日本シニアオ
ープンに出場した経験を持つ父親の指導を受けて腕を磨いた稲森は、16歳
のときにプロテストを受験して一発合格し、最年少記録を作った。同年の新
人戦で早々にプロ初タイトルを獲得する。2014年にはわずか7試合の出場
でシード権を獲得すると、翌15年からは3年連続でフェアウェイキープ率1位
を獲得。今年10月の「日本オープン」で念願のツアー初優勝を挙げ、さらに
最終日には驚異のフェアウェイキープ率100%をマークし、勝利を飾った。 
小学校時代からの付き合いでもある出水田と稲森。2019年に更なる飛躍
が期待される2人の対決を制するのは果たして!? 

ゴルフ真剣勝負 ｔｈｅ ＭＡＴＣＨ 

©JGTO 

©Getty Images 

1/1（火・祝）～3（木）が「ゴルフ真剣勝負 the MATCH」一挙放送！ 
2018年に放送した全12戦をまとめてお届け！ 

＜放送日時＞ 
■1/1（火・祝） 
「今田竜二 vs 貞方章男」 午前9：00～11：00／ 「勝みなみ vs 新垣比菜」 午前11：00～午後1：00 
「川崎志穂 vs 立浦葉由乃」 午後2：00～4：00／「井戸木鴻樹 vs 平石武則」 午後4：00～6：00 
■1/2（水） 
「キム ヒョンソン vs ソン ヨンハン」 午前9：00～11：00 
／ 「テレサ・ルー vs 宮里美香」 午前11：00～午後1：00 
「高山忠洋 vs 宮里聖志」 午後2：00～4：00／「坂下莉翔子 vs 三宅百佳」 午後4：00～6：00 
■1/3（木） 
「吉川桃 vs 植竹希望」 午前9：00～11：00／ 「加瀬秀樹 vs 高見和宏」 午前11：00～午後1：00 
「小田孔明 vs 秋吉翔太」 午後2：00～4：00／「エイミー・コガ vs 大里桃子」 午後4：00～6：00 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 
  1/19（土）午前10：00～10：45 

「ザ・シンギュラリティ」 
           ～人間対ＡＩ 天下分け目のゴルフ対決～ 

人工知能が人智を越える「シンギュラリティ」が起こると予想される未来。すで
にチェスや将棋を始めとする知的ゲームの分野では、コンピューターが人間を
凌駕し始めている。そして、その波は知的スポーツである「ゴルフ」にも及びつつ
ある。その旗頭となっているのが、GPSによるショットマッピングに加え、人工知
能とビッグデータによる解析を行うIoTガジェット「Arccos（アーコス）」。その
代表的な役割が「パーソナルキャディ機能」。ショットマッピングによる残距離の
表示のみならず、高低差と風などを総合的に解析した感覚距離や、ユーザー
のクセとミス発生率を加味したアドバイスの提示も行ってくれる。果たしてこのガ
ジェットは、人間のキャディ以上にプレーヤーに成功をもたらすことが出来るのか
？そこで「Arccos」と「日本トップクラスのプロキャディ」による真剣勝負をお楽
しみに。 

＜放送日時＞ 
 ＃１  1/7（月）午後11：15～11：30     ＃２  1/14（月・祝）午後11：15～11：30 
 ＃３  1/21（月）午後11：15～11：30     ＃４  1/28（月）     午後11：15～11：30 

プレメンレッスン２！ ～堀尾研仁メソッド～ 

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堀尾研
仁氏が登場。世界屈指の指導者であるデビッド・レッドベターからゴルフティ
ーチングを学んだ堀尾氏。そのノウハウを生かし、国内ツアーでも男女問わ
ず多くのツアープロのコーチも務める堀尾氏が「シンクロスイングで実践に強
いゴルフを･･･」をテーマに、全4回にわたり自身のメソッドを紹介していく。 

＜放送日時＞ 
  1/12（土）午後3：00～3：15   

Beautiful World Taku Miyamoto × RANGE ROVER 

～晩秋。ザ・ロイヤルGC 別れと出会いの太陽～“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、普段見ることのできない“ゴルフ場の顔”を同氏独
自の視点で映像化。今回、宮本卓がレンジローバーと共に訪れたのは茨城県
の「ザ・ロイヤルゴルフクラブ」。日没と日の出、太陽との出会いを別れを写真家・
宮本卓が切り取る。ファインダーの向こうに、彼だけが知る美しい世界が広がる。 
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【オリジナル番組】 

＜放送日時＞ 
  ～みんなのお悩みサルベージ！～新春プレゼントスペシャル２０１９ 
  1/4（金）午後11：00～ 11：55 

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
に寄せられた視聴者からの悩みについて、出演者3人が解決方法を探っ
ていく。さらに、これまでに番組で紹介したアレやコレなども含めた豪華賞
品を視聴者にドドーンとプレゼント。詳しくはぜひ番組をチェック！ 

“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＞ 
  ＃１９ 1/7（月）午後11：30～深夜0：00   ＃２０ 1/21（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！」 

江連っ寸 ～ゴルフ上達の教え～ 

ツアープロコーチ江連忠のレッスン番組がスタート。片山晋呉、上田桃子、諸見里しのぶなど多数のプロ、そしてアマチュアゴルファ
ーを指導してきた江連忠。リズム・バランス・タイミングといった「間」を重視し、身体とクラブに無理のない「自然体」な動きを追求
するスイング作り。それが江連プロ流ゴルフ理論。番組では、元プロ野球選手でゴルフを愛する石毛宏典を迎え、ラウンドをしな
がら実践的なレッスンを行っていく。毎回、江連氏が掲げる、自身のゴルフ理論をベースにした訓示にも注目。1打でもスコアを少
なくしたい多のゴルファー為になるレッスンをお届けする。 

 ＜放送日時＞ 
   ＃１ 1/2（水）午後11：00～11：15    ＃２ 1/16（水）午後11：00～11：15  
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【オリジナル番組】 

ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ 

 ＜放送日時＞ 
  ＃３４５ 1/8（火）午後10：00～10：30   ＃３４６ 1/22（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。今回は、藤田寛之がタ
レントの柴俊夫さん、料理人の落合務さんをゲストに迎えて真剣勝負。勝利を手にするのは果たして！？ 

あすゴル！ゴルフ部 

＜放送日時＞ 
 ＃４１  1/6（日）午後10：00～10：15     ＃４２  1/13（日）午後10：00～10：15 
 ＃４３  1/20（日）午後9：00～9：15         ＃４４  1/27（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＞ 
 ＃１３  1/1（火・祝）午後9：00～9：30       ＃１４  1/8（火）午後9：00～9：30  
 ＃１５  1/15（火）午後9：00～9：30         ＃１６  1/22（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！ 
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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＞ 
  ＃１９ 1/1（火・祝） 深夜0：00～0：30   ＃２０ 1/8（火）深夜0：00～0：30 
  ＃２１ 1/15（火）深夜0：00～0：30     ＃２２ 1/22（火）深夜0：00～0：30 
  ＃２３ 1/29（火）深夜0：00～0：30      

【オリジナル番組】 

ゴル魂 

＜放送日時＞ 
＃１２７ 1/1（火・祝）午後11：30～深夜0：00  ＃１２８ 1/8（火）午後11：30～深夜0：00  
＃１２９ 1/15（火）午後11：30～深夜0：00     ＃１３０ 1/22（火）午後11：30～深夜0：00 
＃１３１ 1/29（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＞ 
 ＃２５ 1/1（火・祝）午後9：30～10：00   ＃２６ 1/15（火）午後9：30～10：00 
 ＃２７ 1/29（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＞ 
 ＃９ 1/1 （火・祝）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＞ 
 ＃１６４ 1/1（火・祝）午後10：30～11：00    ＃１６５ 1/8（火）午後10：30～11：00  
 ＃１６６ 1/15（火）午後10：30～11：00     ＃１６７ 1/22（火）午後10：30～11：00 
 ＃１６８ 1/29（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＞ 
 1/1（火・祝）午後11：00～11：30        1/8（火）午後11：00～11：30  
 1/15（火）午後11：00～11：30         1/22（火）午後11：00～11：30 
 1/29（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 
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