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ゴルフネットワーク
２０１９年４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

2019年2月26日

今月の注目ラインアップ

【４月は国内男子ツアーを特集！】

①国内男子ツアーの国内開幕！スタートホールを独占生中継！

「とことん1番ホール生中継 東建ホームメイトカップ」
（P.2）

②今年60回記念大会を迎える「中日クラウンズ」。開幕を控え、関連番組も盛り沢山！

「とことん練習ラウンド生中継 中日クラウンズ」
「クラウンズへの招待2019」
「中日クラウンズ 過去大会一挙放送」

（P.3～4）

③快挙から1年。小平智が前年優勝者として参戦！

「RBCヘリテイジ」
（P.6）

④日本勢の活躍に期待！世界への足掛かりを掴むのは果たして！？

「アジアパシフィック女子アマチュアゴルフ選手権」
（P.7）

⑤4月も黄金世代が激突！
3月放送「ダブルスSP」のペアが今度は1対1の真剣勝負

「ゴルフ真剣勝負 the MATCH（松田鈴英vs小祝さくら）」
（P.9）
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東建ホームメイトカップ

3月に開幕した女子ツアーに続き、今大会からいよいよ男子ツアーも本格的な
シーズンインとなる。昨年は国内ツアー復帰戦となった選手会長・石川遼が最
後まで優勝争いを繰り広げるも2位。石川を退けた重永亜斗夢がツアー初優
勝を上げた。決勝ラウンドで生中継する1番ホールは圧迫感のないフラットなパ
ー4。一方、グリーン奥は浅いのでオーバーしてしまうとボギーの可能性も大きく
なる。昨年の1番ホール平均スコアは「4」を超えているだけに、まずはパーでスタ
ートしていきたいところ。2打目の距離感がポイントだ

【大会概要】
■開催日：4/18(木）～4/21（日）
■コース：東建多度カントリークラブ（三重県）
■賞金総額：1億3000万円（優勝賞金：2600万円）
■18年優勝：重永 亜斗夢

【国内ツアー】

＜放送日時＞
≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 4/20（土）午前7：30～10：30 最終日 4/21（日）午前7：30～10：15
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）

ヤマハレディースオープン葛城

2008年の初開催から、今年で11回目の開催を迎える今大会。池とバンカー
の配置が特徴的で、戦略的なコースレイアウトが施されている葛城ゴルフ倶楽
部が舞台。優勝スコアが2桁アンダーに到達したことはなく、日本屈指の難コー
スとして知られる。昨年大会に至ってはアンダーパーがたった2人。コースを吹き
抜ける強風がコースの難度をさらに上げる。首位に4打差の3位タイからスター
トしたアン・ソンジュが菊池絵理香を猛追し、シーズン2勝目となる逆転優勝を
果たしたように、最終日まで誰が優勝するかわからない。「風」を味方につけて、
このコースを制するのは果たして！？

【大会概要】
■開催日：4/4(木）～4/7（日）
■コース：葛城ゴルフ倶楽部山名コース（静岡県）
■賞金総額：1億円（優勝賞金：1800万円）
■18年優勝：アン・ソンジュ（韓国）

＜放送日時＞
≪ダイジェスト放送≫
３日目 4/9（火）午後６：00～9：00 最終日 4/10（水）午後8：00～11：00

左：重永 亜斗夢 右：石川 遼
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【国内ツアー】

「箱根町を応援したい」という想いから開催に至った今大会も今年で4回目。国内シニアツアー第２戦として、箱根カントリークラブ
を舞台に２日間にわたって行われる。自然の息吹を感じることのできる大自然に囲まれたコースだけに、コースマネジメントが特に
重要となる。昨年は、最終日に首位からスタートしたグレゴリー・マイヤーが２日連続で「６６」の好スコアをマークして今大会唯一
の２桁アンダーを記録。２位に４打差をつける完勝でツアー２勝目を飾った勢いで、2018年シーズンは賞金ランキング3位に入
る活躍を見せた。今年、今大会を制してシーズン序盤戦の勢いをつけるのは果たして！？シニアプレーヤーたちによる熟練の技に
も注目だ！

【大会概要】
■開催日：4/18(木）～4/19（金）
■コース：箱根カントリークラブ（神奈川県）
■賞金総額:5000万円（優勝賞金：－万円）
■18年優勝：グレゴリー・マイヤー

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

＜放送日時＞
≪ダイジェスト放送≫
1日目 4/20（土）午後5：00～7：00 最終日 4/20（土）午後7：00～9：00

距離は長くないものの、日本屈指の難コースとして名前を挙げられる「名古屋ゴルフ倶楽部・和合コース」。今年も「中日クラウン
ズ」が同コースを舞台に開幕を迎える。ゴルフネットワークでは、その開幕を間近に控えて、練習ラウンドの模様を生中継でお届け
。選手たちがどのような準備で難攻不落の和合に挑むのか。金谷多一郎プロ、杉澤伸章プロキャディが注目選手に随行しながら
、選手たちの練習風景を紹介していく。

＜放送日時＞
≪とことん練習ラウンド生中継≫
前半 4/30（火・祝）午前10：00～午後0：00
後半 4/30（火・祝）午後1：00～3：00

中日クラウンズ練習ラウンド
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【国内ツアー】

クラウンズへの招待２０１９

1960年から続く「中日クラウンズ」。過去には、ジャック・ニクラス、ゲーリー・プレーヤー、セベ・バレステロスを始め、ローリー・マキロイ
、ジャスティン・ローズなど世界のトッププレーヤーも出場している今大会。番組では、今大会のこれまでの歴史を振り返るとともに、
今年の展望を占っていく。

＜放送日時＞
＃１ 4/7（日）午後4：30～4：45
＃２ 4/7（日）午後4：45～5：00

中日クラウンズ 過去大会一挙放送

今年で60回目の開催を迎える「中日クラウンズ」。その開幕を前に、これまでにゴルフネットワークが放送した中から注目の8大会
を一挙放送！松村道央が、当時ルーキーながら2週連続優勝を狙った松山英樹を退けた2013年大会や、片岡大育がプレー
オフで敗れて悔し涙を流した2016年大会、当時選手会長であった宮里優作が最終ホールで劇的なウィニングパットを沈めた
2017年大会、そして石川遼が世界最小ストローク「58」を記録した2010年大会など、「中日クラウンズ」の名勝負・名シーンを
もう一度振り返ってみよう。

＜放送日時＞
2010年大会 4/27（土）午前9：00～11：00
2011年大会 4/24（水）午後11：30～深夜1：30
2013年大会 4/28（日）午前9：00～11：00
2014年大会 4/21（日）午後10：30～深夜1：00
2015年大会 4/25（木）午後11：30～深夜1：30
2016年大会 4/26（金）午後11：15～深夜1：15
2017年大会 4/29（月・祝）午前11：00～午後1：00
2018年大会 4/29（月・祝）午後1：00～3：00



【PGAツアー関連番組】【国内ツアー関連番組】
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ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃８８ 4/1（月）午後11：00～11：15 ＃８９ 4/8（月）午後11：00～11：15
＃９０ 4/15（月）午後11：00～11：15 ＃９１ 4/22（月）午後11：00～11：30 
＃９２ 4/29（月・祝）午後11：00～11：30

国内男子ツアー開幕に合わせて4月22日放送分から30分番組に拡大！前週に開催さ
れた国内ツアーの注目大会をたっぷりと振り返る。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！

バレロテキサスオープン

【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 4/5（金）午前5：00～8：00
２日目 4/6（土）午前5：00～8：00
３日目 4/6（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 4/7（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10：30まで）

スケジュール改定に伴い2013年以来のマスターズ前週開催となった。舞台は
テキサス州TPCサンアントニオのAT&Tオークスコース。マスターズに向けての最
終調整として、リッキー・ファウラーは既に出場を明言。例年マスターズ前週大
会に出場しているフィル・ミケルソンやジョーダン・スピース、ヘンリク・ステンソンな
どの出場も見込まれる。昨年は最終日首位でスタートしたアンドリュー・ランドリ
ーがスコアを4日間全て60台でまとめ、後続の追い上げを振り切り初優勝を遂
げた。この大会はPGAツアーで最古の同一都市で開催される大会としても有
名で、2022年には100回目の記念大会が行われる。

【大会概要】
■開催日：4/4（木）～4/7（日）
■場所：TPCサンアントニオAT&Tオークスコース（テキサス州）
■賞金総額：750万ドル（優勝賞金：111.6万ドル）
■18年優勝：アンドリュー・ランドリー（米国）

©Getty Images



RBCヘリテイジ
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【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 4/19（金）午前4：00～7：00
２日目 4/20（土）午前4：00～7：00
３日目 4/20（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 4/21（日）深夜2：00～翌午前7：00 
（※最大延長 [３日目]午前7：30まで、 [最終日]午前9：30まで）

マスターズ翌週に開催され今年で51回目を迎える。舞台はサウスカロライナ州
ヒルトンヘッドのハーバータウンゴルフリンクス。第1回優勝者は、かのアーノルド・
パーマーである。優勝者にはスコティシュタータン協会公認の「ヘリテイジプレイド
」と呼ばれるタータンジャケットが贈られる。昨年は小平智がキム・シウとの3ホー
ルに及ぶプレーオフを制し、日本人最速となるPGAツアー15戦目でのPGAツア
ー初優勝を勝ち取った。PGAツアーレギュラー出場権を勝ち取った今シーズン、
トッププロの出場が少ない今大会の連覇の可能性は十分にある。

【大会概要】
■開催日：4/18（木）～4/21（日）
■場所：ハーバータウンゴルフリンクス（サウスカロライナ州）
■賞金総額：690万ドル（優勝賞金：120.6万ドル）
■18年優勝：小平智（日本）

©Getty Images

チューリッヒクラシック オブ ニューオリンズ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 4/26（金）午前4：30～7：30
２日目 4/27（土）午前4：30～7：30
３日目 4/27（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 4/28（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10：00まで）

ツアー唯一のチーム戦での大会は音楽の都として知られるニューオリンズ、TPC
ルイジアナで開催される。決勝ラウンドのスタートホールでは各選手が自ら選ん
だ曲で登場するなど、PGAツアーの中でも新しい試みを採用する大会となって
いる。昨年は首位と3打差の5位で最終日をスタートしたビリー・ホーシェル、ス
コット・ピアシーのペアが5バーディの67をマークし、逆転優勝を果たした。実は
1938年から開催されている歴史ある大会だが（1948年から1958年まで開
催なし）、マスターズ直後とあってトッププロの出場が少なかった為、新たな施
策としてプレー方式を変更した大会でもある。

【大会概要】
■開催日：4/25（木）～4/28（日）
■場所：TPCルイジアナ（ルイジアナ州）
■賞金総額：730万ドル（優勝賞金：103.6万ドル）
■18年優勝：ビリー・ホーシェル＆スコット・ピアシー（米国）

©Getty Images
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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。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】
４月号 4/7（日）午後4：00～4：30

【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。

アジアパシフィック女子アマチュアゴルフ選手権

【大会概要】
■開催日：4/25(木）～4/27（日）
■コース：ザ・ロイヤルゴルフクラブ（茨城県）
■18年優勝：アタヤ・ティティクル(タイ）

【特集/特番】

＜放送日時＞※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 4/25（木）午前11：00～午後3：00
２日目 4/26（金）午前11：00～午後3：00
３日目 4/27（土）午前11：00～午後3：00
最終日 4/28（日）午前11：00～午後3：00
（※最大延長 [３日目]午後4：00まで、 [最終日]午後7：00まで）

今年2回目の開催を迎えるアジア太平洋地域の最強女子アマ決定戦。5月の
国内男子ツアー「～全英への道～ミズノオープン」の舞台となる「ザ・ロイヤルゴル
フクラブ」を舞台にして行われる。出場者は推薦選手を除いて世界女子アマチュ
アランキングの上位者で、日本勢では安田祐香、吉田優利、西村優菜、古江
彩佳、梶谷翼、後藤未有などの出場が見込まれる。優勝者には7月の「エビア
ンチャンピオンシップ」、8月の「AIG全英女子オープンゴルフ選手権」、そして来
年4月の「オーガスタナショナル女子アマチュア」への出場権が与えられる。昨年
大会では、西村優菜がプレーオフに進出。惜しくも優勝を逃したものの熱戦を繰
り広げただけに、母国開催となる今大会での活躍に注目だ。

左：安田祐香 右：西村優菜

©Getty Images



バスプロショップス レジェンズ オブ ゴルフ
at ビッグシーダーロッジ

三菱エレクトリッククラシック
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【PGAツアーチャンピオンズ】

＜放送日時＞
１日目 4/23（火）午後7：00～9：00
２日目 4/24（水）午後7：00～9：00
最終日 4/25（木）午後4：00～6：00 

2013年からジョージア州アトランタで開催される三菱エレクトリッククラシック。グレッグ・
ノーマン設計で1997年から2008年までAT&Tクラシックが開催されたTPCシュガー
ローフで戦いが繰り広げられる。昨年は50歳のスティーブ・フレッシュがスコット・パレルと
のプレーオフを制し、チャンピオンズ初優勝。

【大会概要】
■開催日：4/19（金）～4/21（日）
■場所：TPCシュガーローフ（ジョージア州）
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：27万ドル）
■18年優勝：スティーブ・フレッシュ（米国）

＜放送日時＞
１日目 4/30（火・祝）午後7：00～9：00
２日目 5月放送予定
最終日 5月放送予定

1978年から開催されるツアーで唯一のパー3コースを使ったチーム戦。ミズーリ州トッ
プオブロックの18Hバッファロー・リッジ・スプリングコースと9Hのパー3コース、トップ・オブ
・ザ・ロックコースを舞台に繰り広げられ、最終日はパー3コースを2度回り勝敗を決す
る。昨年はポール・ブロードハースト＆カーク・トリップレット組がトム・レーマン＆ベルハ
ルト・ランガー組との激戦を制し優勝。

【大会概要】
■開催日：4/26（金）～4/28（日）
■場所：トップオブロック（ミズーリ州）
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：17.1万ドル）
■18年優勝：ポール・ブロードハースト（イングランド）カーク・トリプレット（米国）

©Getty Images

©Getty Images

ラピスキャンシステムズ クラシック

＜放送日時＞
１日目 4/2（火）午後7：30～9：00
２日目 4/3（水）午後7：30～9：00
最終日 4/4（木）午後7：30～9：00 

西海岸シリーズから東部ミシシッピ州へ移動しての戦い。2017年までミシシッピガルフ
リゾートクラシックで開催されていた大会がX線検査装置を提供するラピスキャンシステ
ムズがメインスポンサーとなり2年目を迎える。昨年はコロガードクラシックを制したばかり
のスティーブ・ストリッカーが3勝目をマーク。
【大会概要】
■開催日：3/29（金）～3/31（日）
■場所：フォーレンオーク（ミシシッピ州）
■賞金総額：160万ドル（優勝賞金：24万ドル）
■18年優勝：スティーブ・ストリッカー（米国）

©Getty Images



ギア猿

ゴルフ真剣勝負 the MATCH
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～スイング測定器をサルベージ！～華丸のスイング徹底解剖するぞ
4/5（金）午後11：00～ 深夜0：00

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、スイング測定器をサルベージ。数あるスイング測定
器を試しながら華丸のスイングを徹底分析。飛距離アップを目指す華丸がチ
ェックしておくべきデータとは？アマチュアゴルファーでも手軽に活用できるスイン
グ測定器を使って実践できる飛距離アップのポイントを紹介する。

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」。
4月は松田鈴英と小祝さくらの黄金世代の同期対決。1998年生まれの松田
は、父と姉の影響で10歳からゴルフを始めると19歳でプロテスト合格。ルーキー
イヤーの昨シーズンは36試合に出場。トップ10に10回入賞し、未勝利ながら
賞金ランク11位と大健闘した。同じく1998年生まれの小祝は、宮里藍好きの
母の影響で8歳からゴルフを始めた。19歳でプロテストに合格すると、レギュラー
ツアー38試合に出場。トップ10に13回、4度の最終戦最終組を経験するなど
、充実したルーキーイヤーを送り、賞金ランク8位となった。

＜放送日時＞
松田鈴英 vs 小祝さくら～黄金世代同期、3月放送「ダブルスSP」のペアが今月は1対1の真剣勝負～

4/3（水）午後9：00～11：00
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ゴルフビジネスで戦う者たち「グラスホッパーズ」
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【オリジナル番組】
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＜放送日時＞
4/27（土）午後8：00～8：30

稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」

＜放送日時＞
＃２５ 4/1（月）午後11：30～深夜0：00
＃２６ 4/15（月）午後11：30～深夜0：00 

“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。

ゴルフ業界のビジネスや経済活動を様々な視点で考察、再発見していく番組。“競技人口の減少”という大きな課題を抱え
たゴルフ業界において、現場でもがく人々に焦点を当て、業界でおこるリアルを描写する。今回は、ゴルフ用品店チェーンの「
ゴルフパートナー」に焦点を当てる。同社が進める店舗一体型のゴルフ練習場。ゴルフ人口が減少する中でその店舗数は
100を超えてさらに伸ばし続けられるのはなぜか？単なる「打ちっ放し練習場」に留まらない地域密着型のアミューズメント施
設として運営する確かなフランチャイズ経営戦略。今年3月に大幅リニューアルオープンする九州小倉店のスタッフに密着し、
開店日に向けて“東京本社”と“店舗の現場”とのギャップに翻弄されながらも力強く邁進する姿をお届けする。

ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ

＜放送日時＞
＃３５１ 4/9（火）午後10：00～10：30
＃３５２ 4/23（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、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！？



あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃５４ 4/7（日）午後10：00～10：15 ＃５５ 4/14（日）午後10：00～10：15
＃５６ 4/21（日）午後10：00～10：15 ＃５７ 4/28（日）午後10：00～10：15

内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4

＜放送日時＞
＃３ 4/10（水）午後11：00～11：15
＃４ 4/24（水）午後11：00～11：15 

2シーズン目に突入した4月からは、新メンバーが入部！さらにパワ
ーアップしたあすゴル！ゴルフ部をお届けする。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。毎週日曜はこ
れを見れば上達間違いなし。

「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と石井忍の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。



スター☆ゴルフマッチⅡ

江連っ寸～ゴルフ上達の教え～
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【PGAツアー】

＜放送日時＞
＃３１ 4/2（火）午後9：30～10：00 ＃３２ 4/16（火）午後9：30～10：00
＃３３ 4/30（火・祝）午後9：30～10：00

＜放送日時＞
＃７ 4/3（水）午後11：00～11：15
＃８ 4/17（水）午後11：00～11：15 

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

＜放送日時＞
＃１２ 4/2（火）午後10：00～10：30

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。

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。

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！！



牧野裕のＥｎｊｏｙ Ｇｏｌｆ

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ
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【PGAツアー】

＜放送日時＞
4/2（火）午後11：00～11：30 4/9（火）午後11：00～11：30 
4/16（火）午後11：00～11：30 4/23（火）午後11：00～11：30
4/30（火・祝）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃１７７ 4/2（火）午後10：30～11：00 ＃１７８ 4/9（火）午後10：30～11：00 
＃１７９ 4/16（火）午後10：30～11：00 ＃１８０ 4/23（火）午後10：30～11：00
＃１８１ 4/30（火・祝）午後10：30～11：00

橋本マナミのＬｅａｄｅｒ’ｓＧＯＬＦ

＜放送日時＞
＃３０ 4/2（火）深夜0：00～0：30
＃３１ 4/16（火）深夜0：00～0：30
＃３２ 4/30（火・祝）深夜0：00～0：30

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。

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。

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
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