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ゴルフネットワーク
２０１９年２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12月21日

今月の注目ラインアップ

【2月のPGAツアーは注目大会が目白押し！】

①70万人の大ギャラリーが熱狂！松山英樹が大会3勝目を狙う

「ウェイストマネジメント フェニックスオープン」
（P.2）

②全米オープン前哨戦！2019年のメジャー開催地・ペブルビーチGLを制するのは！？

「AT&Tペブルビーチプロアマ」
（P.2）

③2019年WGC（世界ゴルフ選手権）初戦！4日間合計22時間の長時間生中継！

「WGC-メキシコチャンピオンシップ」
（P.3）

④国内ツアーメンバーが多数参戦！100回記念大会を制するのは！？

「ニュージーランドゴルフオープン」
（P.5）

⑤今回は視聴者からリクエストの多い女性用クラブを掘り下げる！

「ギア猿 レディスギアをサルベージ～冬ゴルフ対策もするぞ～」
（P.7）

⑥プロによる１対１の真剣勝負をお届け！

「ゴルフ真剣勝負 the MATCH」
（P.8）
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ウェイストマネジメント フェニックスオープン

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 2/1（金）午前5:00～9:00
２日目 2/2（土）午前5:00～9:00
３日目 2/2（土）深夜3:00～翌午前8:00
最終日 2/3（日）深夜3:00～翌午前8:00
（※最大延長 [３日目]午前9:00まで、 [最終日]午前10:30まで）

TPCスコッツデールで開催されるこの大会の最大の特徴はその観客
数。昨年大会では4日間で71 万9000人のギャラリーを記録し、ツ
アー屈指の人気を誇る。名物はもちろん16番ホール。360度にギャ
ラリースタンドがそびえ立つ162ヤード、パー3でギャラリーを味方につ
けることができるかが優勝への鍵。昨年は最終日8位でスタートしたゲ
ーリー・ウッドランド（米国）が7バーディーを奪い、チェズ・リービー（
米国）とのプレーオフに突入。1ホール目でリービーを下し、5年ぶりの
タイトルを獲得した。

【大会概要】
■開催日：1/31（木）～2/3（日）
■場所：TPCスコッツデール（アリゾナ州）
■賞金総額：710万ドル（優勝賞金：124.2万ドル）
■18年優勝：ゲーリー・ウッドランド（米国）

AT&Tペブルビーチプロアマ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 2/8（金）午前5:00～8:00
２日目 2/9（土）午前5:00～8:00
３日目 2/9（土）深夜3:00～翌午前8:00
最終日 2/10（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11:30まで）

6月の全米オープンの舞台となるペブルビーチで開催されるツアー有
数の歴史ある大会。「ホワイトクリスマス」や「サイレントナイト」など数
々のヒット曲を生み出し、「クリスマスソングの王様」と呼ばれた歌手ビ
ング・クロスビーが主催した大会を起源に持つ。昨年は最終日首位タ
イでスタートしたテッド・ポッターJr.（米国）が2位に3打差をつけ6年
ぶりの優勝。右足首の骨折など紆余曲折を経て今季Web.comツ
アーから這い上がってきた34歳が2012年ルーキーイヤー以来の優
勝に涙した。

【大会概要】
■開催日：2/7（木）～2/10（日）
■場所：ペブルビーチGL（カリフォルニア州）
■賞金総額： 760万ドル(優勝賞金：133.2万ドル）
■18年優勝：テッド・ポッターJr.（米国）

【PGAツアー】

©Getty Images
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ジェネシスオープン

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 2/15（金）午前4:00～8:00
２日目 2/16（土）午前4:00～8:00
３日目 2/16（土）深夜3:00～翌午前8:00
最終日 2/17（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11:30まで）

タイガーが出場を表明し注目の大会。リビエラCCがあるロサンゼル
ス郊外で生まれ育ったタイガーが16歳でPGAツアーデビューを果た
したのがこのコース、この大会だった。メジャー制覇を目標としている
今シーズン、思い入れのあるこの大会でスタートダッシュを飾りたい
ところだ。“世界屈指のパー4”と呼ばれる10番ホールなど難解なホ
ールが続くこのコースを前回王者ババ・ワトソンを初め、ショットメー
カーがどう攻略するかにも注目だ。

【大会概要】
■開催日：2/14（木）～2/17（日）
■場所：リビエラCC（カリフォルニア州）
■賞金総額：740万ドル(優勝賞金：129.6万ドル）
■18年優勝：ババ・ワトソン（米国）

WGC-メキシコチャンピオンシップ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 2/22（金）午前4:00～9:00
２日目 2/23（土）午前4:00～9:00
３日目 2/23（土）深夜2:00～翌午前8:00
最終日 2/24（日）深夜2:00～翌午前8:00
（※最大延長 [３日目]午前9:00まで、 [最終日]午前10:30まで）

今年から1週前倒しでの開催となったWGCシリーズ第2戦。舞台
をメキシコ、クラブ・デ・ゴルフチャプルテペックに移し、世界ランク50
位以内などのトップランカーたちが集まる。注目は昨年47歳で4年
ぶりの優勝を果たしたフィル・ミケルソン。猛烈な追い上げを見せた
ジャスティン・トーマスをプレーオフで下した技術と集中力は、未だト
ップレベルを維持している。11月にはタイガーとの一騎打ちを制し、
波に乗っており、連覇も決して夢ではない。

【大会概要】
■開催日：2/21（木）～2/24（日）
■場所：クラブ デ ゴルフ チャプルテペック（メキシコ）
■賞金総額：1025万ドル（優勝賞金：170万ドル）
■18年優勝：フィル・ミケルソン（米国）

【PGAツアー】
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プエルトリコオープン

＜放送日時＞ ※1日目、2日目 生中継
１日目 2/21（木）深夜0:30～3:30
２日目 2/22（金）深夜0:30～3:30
３日目 2/24（日）午前9:00～11:00
最終日 2/25（月）午前10:30～午後1:00
（※最大延長 [最終日]午後1:30まで）

昨年ハリケーンの影響でチャリティ大会へと変更された今大会。今年
はPGAツアー公式大会として開催される。舞台は災害から復興した
TPCドラドビーチ。WGCシリーズの裏大会として、世界ランク上位が
出場しないこの大会には新進気鋭の若手と復活を目指すベテランが
集う。16年にはトニー・フィナウがツアー初優勝を果たし、トップ戦線
へ一揆に駆け上がった。17年にはD.A.ポインツが悲願の4年ぶり3
度目の優勝。鬼の居ぬ間に…今年は誰が駆け上がるのか。

【大会概要】
■開催日：2/21（木）～2/24（日）
■場所：ココビーチゴルフ＆CC（プエルトリコ）
■賞金総額：300万ドル（優勝賞金：54万ドル）
■18年優勝: D.A.ポインツ（米国）

【PGAツアー】

©Getty Images

みんなのＰＧＡツアー

【放送日】
2月号 2/3（日）午後1：00～1：30 

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。

【PGAツアー関連番組】

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。

～私とPGAツアーに石田純一が登場！～
「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。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。2月号では石田純一がPGA
ツアー愛を語る！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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ニュージーランドゴルフオープン

100回記念大会となる2019年のニュージーランドゴルフオープン。ISPSハ
ンダ PGAツアー オブ オーストラレイジアとアジアンツアーの共同主管で開
催される今大会と日本ゴルフツアー機構はパートナーシップ契約を締結し
ており、例年、多くの国内ツアーメンバーが参戦する。試合形式もユニーク
で、プロ1人とアマチュア1人がチームとなり、プロのストローク競技と並行して
、プロアマ戦が行われる。出場プロは、パートナーとなるアマチュアをフォロー
しつつ、自分のスコアを作っていく必要があるため、どれだけ自分のペースを
保てるかがカギ。風光明媚なニュージーランドを舞台に開催される今大会
の模様は全ラウンド生中継でお届けする。

【男子ツアー】

©Getty Images 【大会概要】
■開催日:2/28（木）～3/3（日）
■場所：ミルブルックリゾート＆ザ・ヒルズ（ニュージーランド）
■賞金総額:125万NZD
■18年優勝：ダニエル・ニズベット（豪州）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 2/28（木）午前10:00～午後2:00
２日目
３日目 3月放送予定
最終日
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＜放送日時＞
１日目 2/19(火) 午後7：00～8：30 ２日目 2/20(水) 午後7：00～9：00
最終日 2/21(木) 午後7：00～8：30

チャブクラシック

開催32年目の今季は舞台を昨年のツインイーグルスGCからルリーリゾートへ移しての戦い。昨年はジョー・デュラントとスティーブ・
ストリッカーが争い、最終2ホールでバーディを奪ったデュラントが逃げ切った。ベルハルト・ランガーが3回の優勝、フレッド・カプルスが
2回の優勝を今コースで経験しており、優勝に期待が高まる。

【大会概要】
■開催日：2/15(金）～2/17（日）
■場所：ザ・クラシックス at ルリーリゾーツ（フロリダ州）
■賞金総額：160万ドル（優勝賞金：24万ドル）
■18年優勝：ジョー・デュラント (米国)

【PGAツアーチャンピオンズ】

オアシスチャンピオンシップ

チャンピオンズツアーも舞台をハワイから米国本土へ移し開催。第3戦はフロリダ州ボカラトンで開催。昨年はマーク・カルカベッキアが
ベルハルト・ランガーの追撃を逃げ切り4年ぶりの優勝を果たした。この優勝でPGAツアーとPGAツアーチャンピオンズ両方で全日独
走優勝を達成した初めての選手となった。

＜放送日時＞
１日目 2/12(火) 午後7：00～9：00 ２日目 2/13(水) 午後7：00～9：00
最終日 2/14(木) 午後7：00～8：30 

【大会概要】
■開催日：2/8（金)～2/10(日)
■場所：ジ・オールドコース at ブロークンサウンド（フロリダ州)
■賞金総額：170万ドル（優勝賞金：24万ドル）
■18年優勝:マーク・カルカベッキア（米国）
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
レディスギアをサルベージ～冬ゴルフ対策もするぞ～
2/1（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とカリスマクラブフィッターである鹿又
芳典、そして本業の漫才並みにゴルフに取り組む2014THE MANZAI
優勝者「博多華丸・大吉」の博多華丸の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、お便りでも問い合わ
せの多いレディスギアを探っていく。選択肢が少ないというクラブを紹介する
。更に春の女性用ゴルフウェアもサルベージ。売り場を彩るおしゃれウェア
が大集合するぞ！

“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＞
＃２１ 2/4（月）午後11：30～深夜0：00 ＃２２ 2/18（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！」

ゴルフをしない人にゴルフを始めさせるには、「ゴルフの“魅力”」を伝えるしかない。ここで難しいのが、人そろぞれ引っ掛かるとこ
ろが違うこと！どこに食いつくかわからない！この番組ではアンタッチャブル柴田英嗣が後輩芸人いけだてつやをゴルフ場へ連れ
出して、「ゴルフの“魅力”」をあらゆる角度からアプローチ！ゴルフを始めるきっかけを提案する。

＜放送日時＞
2/16（土）午後3：00～3：30 

今日、ゴルフをはじめさせますアンタッチャブル柴田の教えが、ゴルフとの出会いだった。
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＜放送日時＞
＃３５ 2/6（水）午後9：00～11：00

プロによる１対１の真剣勝負をお届けする「ゴルフ真剣勝負 the MATCH」。
ストロークプレー形式で行われるトーナメントが主流となっている現在だが、「ライ
ダーカップ」「プレジデンツカップ」に代表されるチーム対抗戦ではマッチプレー形式
が採用されている。それはお互いの優劣がはっきりと決するから。つまり、マッチプ
レーの中にこそ真剣勝負の醍醐味がある。ゴルフ専門チャンネルだから見ること
のできるマッチメイクで、プロ同士の真剣勝負を２時間にわたって放送。番組で
はプロのテクニックに留まらず、クラブ選択や状況判断などのプロの考え方も紹介
し、アマチュアゴルファーにも参考になる情報をお届けする。

ゴルフ真剣勝負ｔｈｅＭＡＴＣＨ

ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ

＜放送日時＞
＃３４７ 2/12（火）午後10：00～10：30 ＃３４８ 2/26（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、藤田寛之がボ
ルボワールドチャレンジの日本代表に選ばれた山口賢哉さんと小村斎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！？

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。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＞
＃３ 2/6（水）午後11：00～11：15 ＃４ 2/20（水）午後11：00～11：15 

【オリジナル番組】



9

【オリジナル番組】

あすゴル！ゴルフ部

＜放送日時＞
＃４５ 2/3（日）午後10：00～10：15 ＃４６ 2/10（日）午後10：00～10：15
＃４７ 2/17（日）午後10：00～10：15 ＃４８ 2/24（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＞
＃１７ 2/5 （火）午後9：00～9：30     ＃１８ 2/12（火）午後9：00～9：30 
＃１９ 2/19（火）午後9：00～9：30         ＃２０ 2/26（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’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＞
＃２４ 2/5（火）深夜0：00～0：30       ＃２５ 2/12（火）深夜0：00～0：30 
＃２６ 2/19（火）深夜0：00～0：30         ＃２７ 2/26（火）深夜0：00～0：30
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【オリジナル番組】

ゴル魂

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＞
＃２８ 2/12（火）午後9：30～10：00 ＃２９ 2/26（火）午後9：30～10：00

＜放送日時＞
＃１３２ 2/5（火）午後11：30～深夜0：00 ＃１３３ 2/12（火）午後11：30～深夜0：00 
＃１３４ 2/19（火）午後11：30～深夜0：00   ＃１３５ 2/26（火）午後11：30～深夜0：00

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

＜放送日時＞
＃１０ 2/5 （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！！
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【オリジナル番組】

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ

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。

牧野裕のＥｎｊｏｙ Ｇｏｌｆ

＜放送日時＞
＃１６９ 2/5（火）午後10：30～11：00 ＃１７０ 2/12（火）午後10：30～11：00 
＃１７１ 2/19（火）午後10：30～11：00 ＃１７２ 2/26（火）午後10：30～11：00

＜放送日時＞
2/5（火）午後11：00～11：30 2/12（火）午後11：00～11：30 
2/19（火）午後11：00～11：30 2/26（火）午後11：00～11：30

※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

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「三菱ケミカル」の新製品情報をお届けする！

＜放送日時＞
米国で話題沸騰のＴＥＮＳＥＩが遂に登場

2/8（金） 午後11：00～11：30

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

