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ゴルフネットワーク
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ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2019年1月2８日

今月の注目ラインアップ

【３月はPGAツアー旗艦大会と国内女子ツアーの開幕を特集！】

①PGAツアーの旗艦トーナメント。名物17H「アイランドホール」でドラマが起こる！？

「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」
＜関連番組＞
1）トッププレーヤーたちの練習ラウンドに密着！
「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ 練習ラウンド」

2）「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」をドキュメンタリータッチで振り返る
「ザ・プレーヤーズ オフィシャルフィルム」 ※全6番組（2012年大会～2017年大会）

3）名勝負が繰り広げられた注目10大会を一挙放送でお届け！
激闘の歴史「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」注目大会一挙放送

（P.2～3）

②女子ツアー黄金世代が沖縄に集結！シーズン開幕を前にダブルスで激突！

「国内女子ツアー開幕特別企画
ゴルフ真剣勝負 the MATCH 黄金世代ダブルスSP 2019」
＜関連番組＞
決戦前夜の同期会。黄金世代たちは何を語る！？
「放送直前！！ the MATCH 黄金世代ダブルスSP 決戦前夜の女子会トーク編」

（P.4）

③国内女子ツアー開幕！4戦連続放送！
「ダイキンオーキッドレディス」
「ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ」（とことん1番ホール生中継）
「Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント」
「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI」（とことん1番ホール生中継）

（P.5～6）

④石川遼と武井壮が2019年の男子ツアーを語る

「石川遼×武井壮～2019国内男子ツアー開幕直前SP～」
（P.7）

⑤今年もジャパンゴルフフェアの熱気を生中継でお届け！

「とことんゴルフフェア生中継2019 in パシフィコ横浜」
（P.7）
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2006年以来の3月開催となる「第5のメジャー」。マスターズの2週間前の開催
となり、前哨戦として昨年よりもさらに重要な大会となる。コースは1982年から
変わらずフロリダ州TPCソーグラスが使われる。注目は名物17Hの「アイランドホ
ール」。昨年は4日間で53個のボールが池に消えた。怪我明けだった松山英
樹は2日間で3度打ち込み予選落ち。昨年は単独首位で最終日をスタートし
たウェブ・シンプソンが最後まで逃げ切り5年ぶりの優勝を飾り、優勝賞金198
万ドルと5年間のPGAツアーシード権を手にした。トッププロのみが参加する今
大会で、いかにダメージを少なく切り抜けられるかが鍵となる。

【大会概要】
■開催日：3/14（木）～3/17（日）
■場所：TPCソーグラス（フロリダ州）
■賞金総額：1100万ドル(優勝賞金：198万ドル）※昨年実績
■18年優勝：ウェブ・シンプソン（米国）

【PGAツアー】

ザ・プレーヤーズ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 3/14（木）深夜2:00～翌午前8:00
２日目 3/15（金）深夜2:00～翌午前8:00
３日目 3/16（土）深夜3:00～翌午前8:00
最終日 3/17（日）深夜2:00～翌午前7:00
（※最大延長 [最終日]午前9:30まで）

「第5のメジャー」と呼ばれ、ツアーの旗艦トーナメントとして位置づけられるザ・プ
レーヤーズチャンピオンシップ、今年も水曜日に行われる練習ラウンドを生中継
でお届けする。ツアー最高の栄誉を求めて世界のトッププレーヤーが集結する今
大会。この番組では、熱戦を間近に控えた選手たちが舞台となるTPCソーグラ
ス攻略に向けてどのような調整を行っているか、練習ラウンドの模様を合計4時
間に渡って生中継する。勝負のカギを握る名物の17Hパー3「アイランドホール」
で練習する風景はこの番組でしか見られないところ。松山英樹を始めとした注
目選手たちの仕上がり具合はここでチェック！

【ザ・プレーヤーズ関連番組】

ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ 練習ラウンド

©Getty Images

＜放送日時＞
練習ラウンド前半 3/13（水）午後9：00～11：00
※再放送 3/14（木）午前8：30～10：30 / 午後2：00～4：00

午後10：00～深夜0：00
練習ラウンド後半 3/13（水）午後11：30～深夜1：30
※再放送 3/14（木）午前11：00～午後1：00 / 午後4：30～6：30

深夜0：00～2：00
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「第5のメジャー」と呼ばれ、ツアーの旗艦トーナメントとして位置づけられる今大会。その開幕を前に、過去6年間の激闘をそれぞ
れ60分で振り返るハイライト番組。単なるプレーの振り返りだけではなく、「そのとき何が起こっていたのか」をドキュメンタリータッチで
お届けする。この番組を見れば、このツアー最高のトーナメントで優勝することの栄誉や意義を感じられるだろう。熱戦開幕を前に
、この番組で選手たちが今大会にかける意気込みを感じてもらいたい。

【ザ・プレーヤーズ関連番組】

「第5のメジャー」と呼ばれ、ツアーの旗艦トーナメントとして位置づけられる「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」。毎年、PGAツアー
のお膝元「TPCソーグラス」を舞台に激闘が繰り広げられてきた今大会の開幕を前に、名勝負が繰り広げられた注目10大会を一
挙放送でお届けする。激闘の歴史を振り返ってみよう。

ザ・プレーヤーズ オフィシャルフィルム

＜放送日時＞※再放送あり
2012年大会「～地元のヒーロー凱旋～（マット・クーチャー）」

3/4（月）午前10：30～11：00
2013年大会「～虎の咆哮、再び～（タイガー・ウッズ）」

3/5（火）午前10：30～11：00
2013-14年大会「～元世界王者、華麗なる復活～（マーティン・カイマー）」

3/6（水）午前10：30～11：00
2014-15年大会「～三つ巴の決戦～（リッキー・ファウラー）」

3/7（木）午前10：30～11：00
2015-16年大会「～世界ナンバーワンの実力～（ジェイソン・デイ）」

3/8（金）午前10：30～11：00
2016-17年大会「～２１歳、新鋭登場～（キム・シウ）」

3/9（土）午前10：30～11：00

激闘の歴史 ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ
注目大会一挙放送

＜放送日時＞
2001年大会（優勝：タイガー・ウッズ） 3/4（月） 午後1：30～4：30
2004年大会（優勝：アダム・スコット） 3/5（火） 午後1：30～4：30
2007年大会（優勝：フィル・ミケルソン） 3/6（水） 午後1：30～4：30
2008年大会（優勝：セルヒオ・ガルシア） 3/7（木） 午後1：30～4：30
2009年大会（優勝：ヘンリク・ステンソン） 3/8（金） 午後1：30～4：30
2013年大会（優勝：タイガー・ウッズ） 3/9（土） 午後1：30～4：30
2014-15年大会（優勝：リッキー・ファウラー） 3/10（日） 午後1：30～2：30
2015-16年大会（優勝：ジェイソン・デイ） 3/10（日） 午後2：30～3：30
2016-17年大会（優勝：キム・シウ） 3/11（月） 午後1：30～4：30
2017-18年大会（優勝：ウェブ・シンプソン） 3/12（火） 午後1：30～4：30



放送直前！！ the MATCH 黄金世代ダブルスSP 
決戦前夜の女子会トーク編

＜放送日時＞
3/16（土）午前11:00～午後1:00

国内女子ツアー開幕特別企画
ゴルフ真剣勝負 the MATCH
黄金世代ダブルスSP 2019

日本女子ゴルフ界の実力・人気共に牽引する黄金世代のプロが戦うとどん
な化学反応が起こるのか！？小祝さくら、松田鈴英、原英莉花、小滝水
音、勝みなみ、大里桃子、田村亜矢、田中瑞希（※出場選手予定）の
「黄金世代」と呼ばれる1997年～98年生まれの女子プロゴルファーがペア
を組み、ダブルストーナメントでしのぎを削る！フォアサム方式の9ホールで戦
い、優勝ペアには賞金100万円！世代No.1は誰だ！？

【特集/特番】

＜放送日時＞
3/9（土）午後5:00～5:30

国内女子ツアーを牽引する黄金世代８名が揃っての同期会を開催！普段から仲が良く、互いの優勝や誕生日のお祝いパー
ティーを行う彼女たちが集まると、どんな盛り上がりを見せるのか。ダブルス戦の意気込みは勿論、今シーズンの目標、将来の夢
、プライベートな話まで盛り沢山の内容でお届けする。

【特集/特番】

小祝さくら

松田鈴英

大里桃子

原英莉花

小滝水音勝みなみ

田村亜矢 田中瑞希
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ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント

国内女子ツアーの新シーズン開幕戦。昨季は、鈴木愛が前半戦をリードして
いたものの、後半に入って高い安定度を保ったアン ソンジュが栄冠を手にした
賞金女王レース。黄金世代の活躍も目立っただけに、今季はさらに白熱した
展開が期待される。そして迎える今大会は、1988年から始まって今年で32
回目。昨年は、イ・ミニョンが最終日にノーボギーのラウンドで逆転勝利を手に
した一方、ホステスプロでもある諸見里しのぶが2012年以来のTOP3フィニッ
シュを果たしたことにも注目が集まった。アン ソンジュ、鈴木愛などランキング上
位者が圧巻のゴルフを見せるか、勝みなみ・新垣比菜など黄金世代を中心に
した若手がスタートダッシュを見せるか。シーズン初戦から目が離せない。

【大会概要】
■開催日：3/7(木）～3/10（日）
■コース：琉球ゴルフ倶楽部（沖縄県）
■賞金総額：1億2000万円（優勝賞金：1620万円）※昨年実績
■18年優勝：イ・ミニョン（韓国）

＜放送日時＞
≪とことん１番ホール生中継≫
２日目 3/16（土）午前8：00～11：00 最終日 3/17（日）午前8：00～10：15
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）

新シーズン第2戦となる今大会は、2008年から始まって、今年で11回目。昨
年は、鈴木愛とのプレーオフを制したアン ソンジュが約1年ぶりの勝利を手にし
た。プレーオフ決着が7年連続となり、ツアー記録更新中の今大会。今年も勝
負の行方はプレーオフにもつれ込むのか！？ゴルフネットワークでは「とことん1番
ホール生中継」として、大会2日目・最終日の1番ホールの模様をお届けする。
フェアウェイ左側はラフに流される傾斜があり、さらに2打目地点からはグリーン
面が見えない。堅実にパー発進するためにはフェアウェイ右側を狙いたいところ。
テーショットの落としどころに注目だ。

【大会概要】
■開催日：3/15(金）～3/17（日）
■コース：土佐カントリークラブ（高知県）
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■18年優勝：アン・ソンジュ（韓国）

ヨコハマタイヤゴルフトーナメントＰＲＧＲレディスカップ

【国内ツアー】

＜放送日時＞
≪ダイジェスト放送≫
２日目 3/8（金）深夜0：00～1：00 3日目 3/9（土）午後11：00～深夜0：00
最終日 3/10（日）午後10：15～11：45

©Getty Images

©Getty Images



＜放送日時＞
≪とことん１番ホール生中継≫
１日目 3/29（金）午前８：00～11：30 ２日目 3/30（土）午前８：00～11：30
最終日 3/31（日）午前8：00～10：45
（※最大延長 [最終日]午前11：15まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 3/30（土）午前11：30～午後0：30 ２日目 3/31（日）午前11：30～午後1：00
最終日 4/1（月）深夜0：00～1：15

6

ツアー】

Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント

新シーズン第3戦となる今大会は、今年から「ENEOS（エネオス）」ブランド
名で事業展開するJXTGエネルギー株式会社が新たに主催者に加わり、大会
名を新たに開幕する。昨年は、前週の「ヨコハマタイヤ PRGRレディスカップ」で
アン ソンジュに敗れた鈴木愛が、その雪辱を果たすように逃げ切って優勝。自
身初の最終日最終組でプレーした三浦桃香にも注目が集まった。舞台となる
茨木国際ゴルフ倶楽部は、自然の起伏を残して戦略性が高められており、グリ
ーンの難易度も高く、さらにコースマネジメントにはショットの精度も求められる。
それだけにトータルバランスの高さが勝利のカギを握る。

【大会概要】
■開催日：3/22(金）～3/24（日）
■コース：茨城国際ゴルフ倶楽部（大阪府）
■賞金総額：1億円（優勝賞金：1800万円）
■18年優勝：鈴木 愛

新シーズン第4戦となる今大会は、2013年から始まって、今年で7回目。昨
年は、最終日の猛チャージで首位の比嘉真美子に追いついたフェービー・ヤオ
が、比嘉との3ホールに及ぶプレーオフを制して優勝。単独首位からスタートした
三浦桃香は、ツアー初優勝は逃したもののTOP10フィニッシュを果たして注目
を集めた。ストレートなパー5である1番ホールでは、ロングヒッターには2オンチャ
レンジも可能。イーグルチャンスにつける豪快なショットが見られるか期待したい
。

【大会概要】
■開催日：3/29(金）～3/31（日）
■コース：UMKカントリークラブ（宮崎県）
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■18年優勝：フェービー・ヤオ（台湾）

アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI

【国内ツアー】

＜放送日時＞
≪ダイジェスト放送≫
２日目 3/23（土）午後10：00～深夜1：00 最終日 3/24（日）午後10：15～11：45

©Getty Images

©Getty Images



＜放送日時＞
3/23（土）午後4：00～4：45

石川遼×武井壮
～2019国内男子ツアー開幕直前SP～

2019年の国内男子ツアー開幕を前に、石川遼と武井壮のスペシャル
対談が実現！“百獣の王”武井壮が“選手会長”石川遼を直撃する。
選手会長として2年目を迎えた石川遼。若き選手会長の双肩に託さ
れた男子ツアーの未来。ピンフラッグ、ヒーローインタビューに続く、新たな
ファンサービスの施策やアイディアなど、石川が胸に秘めるその全てが語ら
れる。さらに、プロゴルファーとしての葛藤、2015年以来遠ざかっている
優勝への思いまで。武井だから聞ける石川の本音がここにある！

【特集/特番】

＜放送日時＞
前半 3/24（日）午前11：00～午後1：00
後半 3/24（日）午後1：00～3：00

今年も3月22日(金)から24日(日)の3日間にわたってパシフィコ横
浜で開催されるジャパンゴルフフェアの模様を会場まで行けない全国
のゴルフファンに生中継でお届け！毎年5万人以上のゴルフ関係者、
ファンが集まるゴルフ界最大のビックイベントを4時間にわたって生中継
。昨年の中継でゴルフ愛が随所に見られた関根勤が今年も会場のブ
ースを練り歩き熱気をお届け！会場には国内外の200社以上のメ
ーカーがブースを構え、最新ギアの展示はもちろん、様々なゴルフグッ
ズが並ぶ。シーズンオフのプロゴルファーや雑誌で人気のレッスンプロな
ども多数来場、イベントやトークショーで盛り上がる。乞うご期待！！

とことんゴルフフェア生中継2019 in パシフィコ横浜

【特集/特番】

©Getty Images

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃８４ 3/4（月）午後11：00～11：15 ＃８５ 3/11（月）午後11：00～11：15
＃８６ 3/18（月）午後11：00～11：15 ＃８７ 3/25（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！

【国内ツアー関連番組】



ザ・ホンダクラシック
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＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 3/1（金）午前4：00～8：00
２日目 3/2（土）午前4：00～8：00
３日目 3/2（土）深夜3：00～翌午前8：00
最終日 3/3（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9：00まで）

1982年の開催以来、同一スポンサーの大会としては最長の37年目を迎え
る今大会。2007年から使用されているPGAナショナルの特徴は、15Hから
17Hまでの「ベアトラップ」と呼ばれる難関ホール。3ホール共に池が絡み、強風
が吹き荒れる。今年はジャック・ニクラスによる再改修が行われ、さらに難度が高
くなった。過去優勝者（17年リッキー、18年トーマス）の4日間の3ホールトー
タルスコアを見ると、リッキーがイーブンパー、トーマスが2アンダーと、いかに我慢
のゴルフができるかが勝負の鍵となる。

【大会概要】
■開催日：2/28（木）～3/3（日）
■場所：PGAナショナル（フロリダ州）
■賞金総額：680万ドル（優勝賞金：118.8万ドル）
■18年優勝：ジャスティン・トーマス（米国）

アーノルド・パーマーインビテーショナル
presented by マスターカード

「キング・オブ・ゴルフ」アーノルド・パーマーの名を冠し、120名のみが出場できる
招待大会。パーマーが冬の拠点として滞在したベイヒルでの41回目の開催とな
る。2015年から芝の種類を変え、転がりが良い高速グリーンとなっている。芝が
変わってもこのコースで過去8度の優勝経験を持つタイガーとは相性が良さそう
だ。5年ぶりの出場となった昨年大会でも終盤まで首位争いを演じての5位タイ
。ビッグタイトル奪還を目標に掲げる今季、ザ・プレーヤーズの前哨戦としての意
味合いも持つこの大会での勝利は大いに期待できる。

【大会概要】
■開催日：3/7（木）～3/10（日）
■場所：ベイヒルクラブ＆ロッジ（フロリダ州）
■賞金総額： 910万ドル(優勝賞金：160.2万ドル）
■18年優勝：ローリー・マキロイ（英国）

【PGAツアー】【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 3/8（金）午前4：00～8：00
２日目 3/9（土）午前4：00～8：00
３日目 3/9（土）深夜2：30～翌午前8：00
最終日 3/10（日）深夜1：30～翌午前7：00
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで、 [最終日]午前9：00まで）

©Getty Images

©Getty Images



バルスパーチャンピオンシップ
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＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 3/21（木・祝）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 3/22（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 3/23（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 3/24（日）深夜2：00～翌午前7：00 
（※最大延長 [３日目]午前8：00まで、 [最終日]午前9：30まで）

塗装メーカー・バルスパー社が主催して5年目を迎える今大会はツアー屈指の
難コース、フロリダ州イニスブルックリゾートで開催される。平らなフィールドが多い
フロリダ州で、起伏したフェアウェイを持ち、なだらかに傾斜している珍しいコース
となっている。注目は16Hから18Hの通称「スネークピット」。2017年全米プロ
が開催されたノースカロライナ州のクエイルホローやマスターズが開催されるジョー
ジア州オーガスタと並んでツアー屈指の難所とされている。飛距離よりも正確な
ショット精度が要求される。

【大会概要】
■開催日：3/21（木・祝）～3/24（日）
■場所：イニスブルックリゾート（フロリダ州）
■賞金総額：670万ドル（優勝賞金：117万ドル）
■18年優勝：ポール・ケーシー（イングランド）

【PGAツアー】【PGAツアー】

WGCシリーズの第3戦は64人のマッチプレー方式。マッチプレーで行われてい
た全米プロを5度制し、1974年には世界ゴルフ殿堂入りを果たしたウォルタ
ー・ヘーゲンにちなんだ優勝トロフィー、「ウォルターヘーゲンカップ」をかけて争わ
れる。開催コースは2016年から定着しているオースティンカントリークラブ。1H
から9Hでは隣接するオースティン湖を絡めた設計、10Hから18Hでは林の中
を進む林間コースとなる。昨年は決勝戦でババ・ワトソンがケビン・キズナーを7
＆6と圧倒し、2015年以来のWGCシリーズ2勝目を飾った。

【大会概要】
■開催日：3/27（水）～3/31（日）
■場所：オースティンカントリークラブ（テキサス州）
■賞金総額：1025万ドル（優勝賞金：170万ドル）
■18年優勝：ババ・ワトソン（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 3/27（水）深夜3：00～翌午前9：00
２日目 3/28（木）深夜3：00～翌午前8：00
３日目 3/29（金）深夜3：00～翌午前8：00
４日目 3/30（土）午後11：00～翌午前7：00
最終日 3/31（日）午後11：00～翌午前8：00
（※最大延長 [４日目]午前8：00まで、 [最終日]午前10：30まで）

WGC-デルテクノロジーズマッチプレー

©Getty Images

©Getty Images
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ドミニカ共和国のリゾート地、プンタカナで開催される今大会はWGC-デルテク
ノロジーズマッチプレーと同日開催される。世界ランク上位がWGCに出場する
中、新進気鋭のルーキーや円熟味あるベテランたちがPGAツアーシード権を賭
けて戦いを繰り広げる。舞台は2010年にオープンしたばかりのコラレスゴルフクラ
ブ。海岸沿いを進む6ホールを中心に、上り3ホールは「悪魔の肘（Devil`s 
Elbow）」と呼ばれる難関ホールが待っている。昨年は初日に63をたたき出し
首位に立ったブライス・ガーネットが最終日まで首位を守り切り、ツアー初勝利
を挙げた。

【大会概要】
■開催日：3/28（木）～3/31（日）
■場所：コラレスゴルフクラブ（ドミニカ共和国）
■賞金総額：300万ドル(優勝賞金：54万ドル）
■18年優勝：ブライス・ガーネット（米国）

【PGAツアー】

コラレス プンタカナリゾート＆クラブチャンピオンシップ

ＰＧＡツアーハイライト～今日の松山英樹～

みんなのＰＧＡツアー

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。

「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。3月号では新コーナーも始動！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】

＜放送日時＞ ※１日目、２日目生中継
１日目 3/28（木）午後11：30～深夜2：30
２日目 3/29（金）午後11：30～深夜2：30
３日目 3/31（日）午後4：00～7：00
最終日 4/1（月）午前10：30～午後1：30 

©Getty Images

【放送日】
３月号 3/3（日）午後5：00～5：30

【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。
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100回記念大会となる2019年のニュージーランドオープン。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）

ニュージーランドオープン

＜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 3/1（金）午前10：00～午後2：00
３日目 3/2（土）午前10：00～午後2：00
最終日 3/3（日）午前10：00～午後2：00
（※最大延長 [３日目]午後3：00まで、 [最終日] 午後5：00まで）
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ホーグクラシック

1998年から続いた東芝クラシックから新たに開催地ニューポートに本
社を置くホーグホスピタルファウンデーションがメインスポンサーとなり開催
される。舞台はカリフォルニア州ニューポートビーチカントリークラブ。昨年
は55歳のビジェイ・シンが10年ぶりの勝利を挙げた。

【大会概要】
■開催日：3/8(金）～3/10（日）
■場所：ニューポートビーチカントリークラブ（カリフォルニア州）
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：27万ドル）
■18年優勝：ビジェイ・シン(フィジー)

コロガードクラシック

DNAによるガン検査テストを開発するコロガード社がメインスポンサーと
なって2年目の大会。昨年はQBEシュートアウトを制し勢いに乗る51
歳のスティーブ・ストリッカーがPGAツアーチャンピオンズ初優勝を飾った
。2005年にオープンしたオムニツーソンナショナルが舞台となる。「オム
ニ」とはラテン語で「全て」の意味。

＜放送日時＞
１日目 3/5(火) 午後7：00～8：30 ２日目 3/6(水) 午後7：00～9：00
最終日 3/7(木) 午後7：00～9：00 

【大会概要】
■開催日：3/1（金)～3/3(日)
■場所：オムニツーソンナショナル（アリゾナ州)
■賞金総額：170万ドル（優勝賞金：25.5万ドル）
■18年優勝：スティーブ・ストリッカー（米国）

【PGAツアーチャンピオンズ】

＜放送日時＞
１日目 3/12(火) 午後7：00～8：30 ２日目 3/13(水) 午後7：00～9：00
最終日 3/14(木) 午後7：00～9：00 

©Getty Images

©Getty Images
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＜放送日時＞
～ＰＧＡショー２０１９をサルベージ！～アメリカから面白ギアが大集合
3/1（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、世界最大ゴルフギアの
祭典アメリカPGAショーを徹底サルベージ。今年もQP、鹿又の2人が
現地からレポートする。ゴルフメーカー各社の最新クラブが凌ぎを削る円
形巨大試打場は、直径520ヤード・外周1.5キロの大きさを誇り、コロ
ッセオさながら。 1000を超えるブースにずらりと陳列された最新ゴルフグ
ッズの中で、今年はどんな面白ギアを発見できるのか？会場に来ている
トッププロや業界の有名人にも突撃取材を敢行する。

“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＞
＃２３ 3/4（月）午後11：30～深夜0：00
＃２４ 3/18（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！」

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃３４９ 3/12（火）午後10：00～10：30
＃３５０ 3/26（火）午後10：00～10：30

ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ

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、チームメ
ンバー10人によるバトルロイヤル！1ホール毎にスコアの悪い選手が脱落するサバイバルゲーム。今年のチームNo.1は果た
して！？
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【オリジナル番組】

「シャフト」に対する新しい考え方を提案してきた「シャフトのトリセツ」も4シ
ーズン目に突入！ツアープロコーチの内藤雄士氏と石井忍氏の2人が「シ
ャフトの重要性」についてお届けしていく。クラブヘッドの進化に負けず・劣ら
ず進化を続けているシャフト。しかし、それでも新しいクラブの購入を考える
ときにはシャフトのことよりもヘッドのテクノロジーやデザインを優先している人
は多いはず。番組では、様々なプロのスイングと、そのプロが使用するシャフ
トの関係性の解説や、シャフトに注ぎ込まれるテクノロジーやそれらにまつわ
るエピソードを紹介していきながら、視聴者のシャフトの選びに役立つ情報
をお伝えしていく。

内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4

＜放送日時＞
＃１ 3/13（水）午後11：00～11：15
＃２ 3/27（水）午後11：00～11：15 

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。
それぞれの部員が与えられ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＞
＃４９ 3/3（日）午後10：00～10：15 ＃５０ 3/10（日）午後10：00～10：15
＃５１ 3/17（日）午後10：00～10：15 ＃５２ 3/24（日）午後10：00～10：15
＃５３ 3/31（日）午後10：00～10：15

あすゴル！ゴルフ部

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、江連忠が掲げる、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ゴルフ
ァー為になるレッスンをお届けする。

江連っ寸～ゴルフ上達の教え～

＜放送日時＞
＃５ 3/6（水）午後11：00～11：15
＃６ 3/20（水）午後11：00～11：15 



＜放送日時＞
＃２１ 3/5 （火）午後9：00～9：30 ＃２２ 3/12（火）午後9：00～9：30 
＃２３ 3/19（火）午後9：00～9：30        ＃２４ 3/26（火）午後9：00～9：30

Ｌｅｔ’ｓ ゴルっち！

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
。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！

15

【オリジナル番組】

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。今回はシニアツアーにも参戦する
芹澤大介プロが登場。“ミスショットの原因がわからないゴルファー”“結果を
求めすぎて結果が出ないゴルファー”など悩めるアマチュアゴルファーに向けて
、現役ツアープロでもある芹澤氏がこれまで培ってきたノウハウをベースに、「
自分のスタイルを見つけて実践力をつける」をテーマにして全4回にわたり自
身のメソッドを紹介していく。

プレメンレッスン２！ ～芹澤大介メソッド～

＜放送日時＞
＃１ 3/4（月）午後11：15～11：30 ＃２ 3/11（月）午後11：15～11：30
＃３ 3/18（月）午後11：15～11：30 ＃４ 3/25（月）午後11：15～11：30

スター☆ゴルフマッチⅡ

＜放送日時＞
＃３０ 3/12（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する。
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１１ 3/5（火）午後10：00～10：30

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

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！！

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ

＜放送日時＞
＃１７３ 3/5（火）午後10：30～11：00 ＃１７４ 3/12（火）午後10：30～11：00 
＃１７５ 3/19（火）午後10：30～11：00 ＃１７６ 3/26（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。

牧野裕のＥｎｊｏｙ Ｇｏｌｆ

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＞
3/5（火）午後11：00～11：30 3/12（火）午後11：00～11：30 
3/19（火）午後11：00～11：30 3/26（火）午後11：00～11：30
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ゴル魂

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１３５ 3/5（火）午後11：30～深夜0：00 ＃１３６ 3/12（火）午後11：30～深夜0：00 
＃１３７ 3/19（火）午後11：30～深夜0：00 ＃１３８ 3/26（火）午後11：30～深夜0：00

プロとアマチュアがペアを組み、真剣勝負を繰り広げる！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！

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！？

※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

＜放送日時＞
＃２８ 3/5（火）深夜0：00～0：30
＃２９ 3/19（火）深夜0：00～0：30

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

