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ゴルフネットワーク
２０１９年５月見どころ

Ｐｒｏｇｒａｍ Ｌｉｎｅ-ｕｐ
ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2019年3月28日

今月の注目ラインアップ

【5月は海外メジャー「全米プロゴルフ選手権」を特集！】

①海外メジャー第2戦。4日間合計32時間にわたって生中継！

「全米プロゴルフ選手権」
＜関連番組＞
・2019年はタイガー・ウッズのメジャー勝利が見られるか！？大会の見どころを紹介！
「みんなのＰＧＡツアー 2019海外メジャー特別編」

・今年もやります！トッププロたちの練習風景を生中継！
「全米プロゴルフ選手権 練習ラウンド生中継」

・メジャー終了後の熱気そのままに、今大会の模様を振り返る
「アフターメジャー ～2019全米プロを振り返る～」

（P.2～3）

②5月は3週連続で国内ツアーを生中継！

【とことん1番ホール生中継】
「中日クラウンズ」
「アジアパシフィックオープンゴルフチャンプオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ」

【とことん10番ホール生中継】
「ほけんの窓口レディース」

（P.4～5）

③松山英樹、ツアー初優勝の地へ。大会2勝目なるか！？

「ザ・メモリアルトーナメント presented by ネーションワイド」
（P.8）

④5月はチーム石川遼の男子プロが激突！

「ゴルフ真剣勝負 the MATCH～小鯛竜也vs星野陸也～」
（P.11）



全米プロゴルフ選手権
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【海外メジャー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 5/16（木）深夜1：00～翌午前8：00
２日目 5/17（金）深夜1：00～翌午前8：00
３日目 5/18（土）午後11：00～翌午前8：00
最終日 5/19（日）午後11：00～翌午前8：00 
（※最大延長 [１日目]午前9：00まで [２日目]午前9：00まで

[３日目]午前9：00まで [最終日]午前10：30まで）

1916年の初開催から今年で101回目を迎える全米プロゴルフ選手権。今年
は8月から5月へスケジュールが変更され、ニューヨーク州立公園内のベスページ
ブラックコースで開催される。2002年このコースで行われた全米オープンは伝説
として歴史に刻まれている。タイガー・ウッズとフィル・ミケルソンの一騎打ちとなった
この大会は、フィルが上がり3ホールで力尽き、タイガーが唯一のアンダーパーで
栄冠を勝ち取った。初代スポンサーを務めたロッドマン・ワナメーカーの名を冠した
ワナメーカートロフィーを賭けて争われる。最多優勝はウォルター・ヘーゲンとジャッ
ク・ニクラスの5回、次いでタイガー・ウッズが4回である。昨年大会で2位となり復
活と大舞台での強さを印象づけたタイガー。難コースを攻略し、2002年の再来
なるか。2017年、5位タイに終わり涙した松山英樹の悲願の戴冠にも期待が
かかる。繊細なショットコントロールが要求されるコースと松山のショット力は相性
抜群だ。

【大会概要】
■開催日：5/16（木）～5/19（日）
■場所：ベスページブラックコース（ニューヨーク州）
■賞金総額：1050万ドル（優勝賞金：198万ドル）
■18年優勝：ブルックス・ケプカ（米国）

©Getty Images

アフターメジャー ～２０１９全米プロを振り返る～

大会終了後の熱そのままに全米プロの激闘を振り返る。優勝者振り返りやポ
イントとなったホール、プレー、スイングの分析、優勝争いの裏に隠されたドラマ
などを紹介、さらに現地レポーターを務めるプロキャディの杉澤伸章が興奮冷め
やらぬ現地の状況を伝える60分番組。

【全米プロ関連番組】

【放送日】
5/20（月）午後10：00～11：00

©Getty Images
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＜放送日時＞※15日、16日再放送あり
練習ラウンド前半 5/14（火）深夜0：30～2：30（※最大延長 深夜3：00まで）
練習ラウンド後半 5/14（火）深夜3：00～翌午前5：00（※最大延長 午前5：30まで）

8月から5月にスケジュールが変更になり、装い新たに行われる101回目の全
米プロゴルフ選手権。今年も火曜日に行われる練習ラウンドを生中継でお届
けする。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ベスページ
ブラックコー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。全米屈指の難コースとして知られるベスペ
ージブラックコースをどう攻略するのか、各選手が戦略を練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！

©Getty Images

みんなのＰＧＡツアー ２０１９海外メジャー特別編

2019年メジャー3大会の見どころを紹介。メジャー通算勝利数18勝越えに挑
むタイガー・ウッズ。得意のコース・ペブルビーチGLでの全米オープンで悲願のグ
ランドスラム達成を目指すフィル・ミケルソン。地元北アイルランド開催の全英オ
ープンでタイトルを目指すローリー・マキロイ。そして日本勢初のメジャータイトル
獲得に期待のかかる松山英樹など見どころ満載のメジャートーナメントを特集
する。5月の全米プロを皮切りに今年もゴルフネットワークの熱い夏が幕を開け
る！

【放送日】
5/2（木・祝）午後0：00～0：30

【全米プロ関連番組】

全米プロゴルフ選手権 練習ラウンド生中継

©Getty Images
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中日クラウンズ

国内男子ツアー第2戦。今年で60回目の開催を迎える今大会の舞台となる
名古屋ゴルフ倶楽部和合コースは距離が短いものの、グリーンが小さく、かつ砲
台状のホールも多く、さらに起伏や芝目がパッティングをより悩ませる。ツアー屈
指の難コースといわれる所以のひとつである。また、自身の仕上がり具合を確か
める試金石として臨む選手も多く、今シーズンの行方を占う1戦でもある。そん
な今大会の1番ホールを4日間合計18時間にわたって生中継。60回記念大
会でダイジェスト放送（決勝ラウンド）の放送時間も拡大！GWの大型連休
は「中日クラウンズ」をたっぷり満喫！

【大会概要】
■開催日：5/2(木・祝）～5/5（日）
■コース：名古屋ゴルフ倶楽部和合コース（愛知県）
■賞金総額：1億2000万円（優勝賞金：2400万円）
■18年優勝：Y.E.ヤン（韓国）

【国内ツアー】

＜放送日時＞
≪とことん1番ホール生中継≫
１日目 5/2（木・祝）午前7：00～午後0：00 ２日日 5/3（金・祝）午前7：00～午後0：00
３日目 5/4（土）午前8：30～午後0：00 最終日 5/5（日・祝）午前6：30～10：30 
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 5/2（木・祝）午後10：00～深夜1：00 ２日日 5/3（金・祝）午後8：00～11：00
３日目 5/4（土）午後10：00～深夜0：30 最終日 5/5（日・祝）午後10：15～深夜0：45 

昨年まで9月に開催されていた今大会、2019年から5月に移動し行われる。
舞台となるのは総武カントリークラブ総武コース。その1番ホール（東コース）は
、通常営業時には“パー5”として設定されているものを“パー4”として使用。ほ
ぼストレートな形状であるものの、フェアウェイ右側のラフに入ると、木々のせり出
しに妨げられてグリーンを狙えない可能性もある。ティーショットの落としどころに
注目。優勝者には全英オープンへの出場権が新たに付与され、より重要度が
増した大会の模様をとことん生中継！

【大会概要】
■開催日：5/9（木）～5/12（日）
■コース：総武カントリークラブ総武コース（千葉県）
■賞金総額：1億5000万円（優勝賞金：3000万円）
■18年優勝：池田 勇太©Getty Images

©JGTO

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

＜放送日時＞
≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 5/11（土）午前7：30～午後0：00 最終日 5/12（日）午前7：00～11：00 
（※最大延長 [最終日]午前11：30まで）
≪ダイジェスト放送≫
２日日 5/10（金）午後11：00～深夜1：00 ３日目 5/11（土）午後11：00～深夜0：15
最終日 5/12（日）午後10：30～深夜0：00 
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人気の「とことん1番ホール生中継」シリーズが、今大会では「10番ホール」
に密着して生中継。2000年に「ヴァーナルカップRKBレディース」として始ま
り、今年で20回目の開催を迎える今大会。注目は二連覇中の鈴木愛。
過去には2014年、2015年大会でイ・ボミが連覇。もし、鈴木が三連覇
を達成すれば大会史上初の快挙となる。また、今大会ではギャラリー投票
によって「ベストスマイル賞」と「ベストドレッサー賞」が選ばれる。近年ではどち
らの賞もイ・ボミが4年連続で受賞している。

【大会概要】
■開催日：5/17(金）～5/19（日）
■コース：福岡カンツリー倶楽部和白コース（福岡県）
■賞金総額：1億2000万円（優勝賞金：2160万円）
■18年優勝：鈴木 愛

【国内ツアー】

＜放送日時＞
≪とことん10番ホール生中継≫
１日目 5/17（金）午前11：00～午後1：45
２日日 5/18（土）午前10：30～午後1：30
最終日 5/19（日）午前9：45～午後0：15
（※最大延長 [最終日]午後0：30まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 5/18（土）午前9：00～10：30
２日日 5/18（土）午後9：30～11：00
最終日 5/19（日）午後9：30～11：00

©Getty Images

ほけんの窓口レディース



関西オープン選手権競技
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今年で85回目の開催を迎える日本最古のオープン競技。昨年大会は、アマ
チュアの久保田皓也が最終日を首位でスタートした中、じじりじりとプレッシャー
をかけて逆転した時松隆光がツアー3勝目を挙げた。今年の舞台となる
KOMAカントリークラブは、ゲーリー・プレーヤーの設計。ゴルフ雑誌「チョイス」が
選ぶ“日本のベストコース100”に3年連続で選出されている。その名コースを
制するのは果たして！？

【大会概要】
■開催日：5/23(木）～5/26（日）
■コース：KOMAカントリークラブ（奈良県）
■賞金総額：7000万円（優勝賞金：1400万円）
■18年優勝：時松 隆光

【国内ツアー】

≪ダイジェスト放送≫
３日目 5/26（日）午前10：30～午後0：00
最終日 5/26（日）午後11：00～深夜0：30

©Getty Images

【国内ツアー関連番組】

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃９３ 5/6（月・祝）午後11：00～11：30 ＃９４ 5/13（月）午後11：00～11：30
＃９５ 5/20（月）午後11：00～11：30 ＃９６ 5/27（月）午後11：00～11：30 

国内男子ツアー開幕に合わせて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！



ウェルズファーゴチャンピオンシップ
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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 5/2（木・祝）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 5/3（金・祝）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 5/4（土）深夜2：00～翌午前6：30
最終日 5/5（日・祝）深夜2：00～翌午前7：00 
（※最大延長 [最終日]午前9：30まで）

2003年からノースカロライナ州シャーロットの名門クエイルホロークラブで行われ
る大会。オーガスタナショナルのパー3コースを設計したジョージ・コブが1961年
に設計したコースは、16番からの3ホールが「グリーンマイル」と呼ばれ、ツアー屈
指の難易度を誇る。フェアウェイが狭く、側面には小川が流れ、池越えもある。
17年には全米プロが開催され、21年のプレシデンツカップも予定されている。
昨年は単独首位で最終日をスタートしたジェイソン・デイが一時アーロン・ワイズ
に並ばれるも、グリーンマイルで力を発揮。2バーディとスコアを伸ばしPGAツアー
通算12勝目を手にした。

【大会概要】
■開催日：5/2（木・祝）～5/5（日）
■場所：クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）
■賞金総額：790万ドル（優勝賞金：138.6万ドル）
■18年優勝：ジェイソン・デイ（豪州）©Getty Images

ＡＴ＆Ｔバイロン・ネルソン

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 5/10（金）午前4：30～7：30
２日目 5/11（土）午前4：30～7：30
３日目 5/11（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 5/12（日）深夜2：00～翌午前7：00 
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）

地元テキサス州出身、第1回大会の優勝者、ツアー52勝の英雄バイロン・ネ
ルソンの名を冠した大会。昨年大会から2016年にオープンしたトリニティフォレ
ストで行われている。外周を森に囲まれ、ゴミの埋め立て地跡に作られたコース
は名前とは裏腹に木が全くなく、風が吹きっぱなしのリンクススタイル。昨年は
21歳の新鋭アーロン・ワイズが通算23アンダーでPGAツアー参戦26戦目で初
優勝を飾った。スケジュール変更に伴い、全米プロの前週開催となった為、昨
年よりもさらに重要度が高い大会となっている。地元の超人気者、ジョーダン・
スピースの他数多くのトッププロの出場が見込まれる。

【大会概要】
■開催日：5/9（木）～5/12（日）
■場所：トリニティフォレストゴルフクラブ（テキサス州）
■賞金総額：790万ドル（優勝賞金：138.6万ドル）
■18年優勝：アーロン・ワイズ（米国）

©Getty Images



チャールズ・シュワブチャレンジ
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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 5/24（金）午前5：00～8：00
２日目 5/25（土）午前5：00～8：00
３日目 5/25（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 5/26（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11：00まで）

ザ・メモリアルトーナメント presented by ネーションワイド

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 5/30（木）深夜3：30～翌午前7：30
２日目 5/31（金）深夜3：30～翌午前7：30
３日目 6月放送予定
最終日

オハイオ州ダブリンで生まれ育ったジャック・ニクラスがホストを務める今大会。開
催コースのミュアフィールド・ビレッジゴルフコースはニクラス設計の最高傑作と呼
ばれるコース。2014年には松山英樹が記念すべきツアー初優勝を飾っている
。昨年大会はアン・ビョンフン、カイル・スタンリーと並んでプレーオフに突入したブ
ライソン・デシャンボーが2ホール目でバーディを奪い、優勝。全米オープン出場
をかけた世界ランク上位への激しい争いにも注目だ。

【大会概要】
■開催日：5/30（木）～6/2（日）
■場所：ミュアフィールド・ビレッジゴルフコース(オハイオ州)
■賞金総額：910万ドル（優勝賞金：160.2万ドル）
■18年優勝：ブライソン・デシャンボー（米国）

©Getty Images

全米プロ翌週に行われる大会。昨年はフォートワースインビテーショナルとして行
われていた。1946年にスタートし、ツアーで10番目の歴史を誇る。第1回、第
2回を連覇したのがツアー64勝の「ザ・ホーク」ベン・ホーガンである。その後も大
会史上最多の5度の優勝を成し遂げ、この大会も「HOGAN‘S ALLEY（ホ
ーガンの小道）」と呼ばれるようになった。コースは1936年オープンのコロニアル
カントリークラブ。距離が短く、フェアウェイが狭い。ショットメーカーに有利なコース
とされている。昨年は後続に4打差をつけてスタートしたジャスティン・ローズが8
バーディの64をマークし、ツアー通算9勝目を飾った。

【大会概要】
■開催日：5/23（木）～5/26（日）
■場所：コロニアルカントリークラブ（テキサス州）
■賞金総額：730万ドル（優勝賞金：198万ドル）
■18年優勝：ジャスティン・ローズ（イングランド）

©Getty Images
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【PGAツアー】

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。 5
月号はZOZOチャンピオンシップ開催が迫る、習志野カントリークラブの改修に密
着！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！

【海外メジャー】

【放送日】
５月号 5/5（日・祝）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。

全米女子オープンゴルフ選手権

＜放送日時＞
１日目 5/31（金）午前7：30～午後0：30
２日目
３日目 6月放送予定
最終日

海外女子メジャー第3戦。サウスカロライナ州のチャールストンカントリークラブで
開催される。昨年は鈴木愛、畑岡奈紗をはじめ、日本勢9名がメジャー大会
に挑んだ中、最高成績は畑岡の10位タイ。優勝はアリヤ・ジュタヌガーン。最
終18番で首位に並んだキム・ヒョージュと新たに導入されたプレーオフ制度に突
入。4ホールに及んだ死闘はジュタヌガーンのパーセーブで幕を閉じた。今年も
海外ツアーを主戦場に闘いを続けている畑岡奈紗、野村敏京ら日本勢が大
会制覇できるか注目だ。

【大会概要】
■開催日：5/30（木）～6/2（日）
■場所：コロニアルカントリークラブ（テキサス）
■賞金総額：500万ドル
■18年優勝：アリヤ・ジュタヌガーン（タイ）

©Getty Images



リージョンズトラディション
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【PGAツアーチャンピオンズ】

＜放送日時＞
１日目 5/14（火）午後7：00～9：00
２日目 5/15（水）午後4：30～6：30
３日目 5/15（水）午後7：00～9：00
最終日 5/16（木）午後7：00～9：00

シニアメジャー5大会の初戦。メジャー大会の中で唯一、優勝者にPGAツアーチャンピ
オンズへの出場権が与えられない、名誉のみをかけた戦いとなる。2011年からアラバマ
州で開催されている。2016年から使用されているグレイストーンGCは36ホールのプラ
イベートコース。1991年に「早打ちマック」として知られたPGAツアー19勝のヒューバー
ト・グリーン監修のもとオープンし、全米ベストコース100で89位にランクインしている。

【大会概要】
■開催日：5/9（木）～5/12（日）
■場所：グレイストーンゴルフ＆カントリークラブ（アラバマ州）
■賞金総額：240万ドル（優勝賞金：36万ドル）
■18年優勝：ミゲル・アンヘル・ヒメネス（スペイン）

＜放送日時＞ ※予選ラウンド生中継
１日目 5/23（木）深夜2：00～翌午前5：00
２日目 5/24（金）深夜2：00～翌午前5：00
３日目 5/26（日）午前8：00～10：30
最終日 5/27（月）午前11：00～午後1：00

シニアゴルフとして最長の1937年から始まる大会。舞台はニューヨーク州北西部ロチ
ェスターのオークヒルズカントリークラブ東コース。1901年オープンの名門コースで、全
米オープンやライダーカップも行われてきた。フェアウェイが狭く、グリーンが小さい。そして
高く大きな木が両サイドから迫り出しているショットメーカー有利のコースといえる。

【大会概要】
■開催日：5/23（木）～5/26（日）
■場所：オークヒルズカントリークラブ（ニューヨーク州）
■賞金総額：325万ドル（優勝賞金：58.5万ドル）
■18年優勝：ポール・ブロードハースト（イングランド）

©Getty Images

©Getty Images

インスペリティインビテーショナル

＜放送日時＞
１日目 5/8（水）午後2：00～3：30
２日目 5/9（木）午後2：00～4：00
最終日 5/10（金）午後2：00～4：00

メジャー初戦のリージョンズトラディション、2戦目の全米プロシニアへと続く前哨戦。
2008年からテキサス州ウッドランドカントリークラブで開催されている。使用されるトー
ナメントコースは2008年までPGAツアー・ヒューストンオープンが開催されていた。ベル
ハルト・ランガーが無類の強さを見せつけており、4度の優勝を誇る。
【大会概要】
■開催日：5/3（金）～5/5（日）
■場所：ウッドランドカントリークラブ（テキサス州）
■賞金総額：220万ドル（優勝賞金：33万ドル）
■18年優勝：ベルハルト・ランガー（ドイツ）

©Getty Images

キッチンエイド全米プロシニアゴルフ選手権
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ゴルフ真剣勝負 the MATCH
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～中古クラブでサルベージ！～ギア猿クラブ診療所（２）後輩芸人がコンビで来院
5/3（金・祝）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「ギア猿クラブ診療所２」。ゲストのお悩みを解決す
る。トータルテンボスがコンビで登場！ベスト88の大村朋宏、106の藤田憲
右、それぞれのレベルにあった悩みを解決。このコンビ内ゴルフ格差はうまるの
か！？また毎回面白ギアを紹介するDチョイスのコーナーではヘッドカバーを
紹介！面白ヘッドカバーから本当にほしいヘッドカバーまで、まわりに少し差を
つける逸品をご紹介するぞ！

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」。
5月は小鯛竜也と星野陸也のチーム石川遼対決。1990年生まれの小鯛は、
5歳からゴルフを始め、父親が自宅に作った小さな練習場で腕を磨いた。07年
、17歳でプロ転向。だが、出場権をつかめず、ツアーデビューしたのは４年後の
2011年。初めての予選通過は、さらに４年後の15年ミズノオープンという苦労
人。17年マイナビＡＢＣチャンピオンシップでプロ転向11年目にして、悲願のツ
アー初優勝を果たした。初めてシード選手として臨んだ18年は、22試合に出
場し、トップ10が3回、賞金ランク62位でシード権獲得。
1996年生まれの星野は、6歳からゴルフを始め、日本大学を2年で中退し、
2016年プロ転向。QT1位で挑んだ17年は、シーズン開幕のアジアシリーズで
2試合連続トップ10入り。チャレンジツアー開幕戦を早くも制しプロ初勝利を挙
げた。 東建ホームメイトカップでは初日に単独首位発進、中日クラウンズでは
青木功、尾崎将司と同組となり話題を呼んだ。フル参戦１年目で見事シード
権を獲得。18年は、フジサンケイクラシックで富士桜ＣＣでの大会新記録16
アンダー、２位に５打差をつける圧勝でレギュラーツアー初優勝を果たした。昨
シーズンは、23試合に出場し、トップ10が部門２位の９試合など賞金ランクは
７位に躍進。最優秀新人賞を獲得。海外メジャー・全米オープンにも出場し
大きな経験を積んだ。

＜放送日時＞
小鯛竜也 vs 星野陸也～ツアー1勝の苦労人ｖｓツアー1勝のエリート、チーム石川遼対決～

5/1（水・祝）午後9：00～11：00

©Getty Images



ゴルフのたすき２０１９
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【オリジナル番組】

©Getty Images

＜放送日時＞
5/25（土）午後3：30～4：00

稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」

＜放送日時＞
＃２７ 5/6（月・祝）午後11：30～深夜0：00
＃２８ 5/20（月）午後11：30～深夜0：00 

“神スイング”でおなじみの稲村亜美が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。

ゴルフネットワークがダンロップと共同して展開する「ゴルフのたすき」プロジェクト。「は
じめよう、伝えよう、楽しいゴルフを。」をコンセプトにして、ゴルフのすそ野を広げていく
。3年目に入った今年も古閑美保プロが、プロジェクトのアンバサダーを務める。さら
に永井延宏プロによる教える人のための超初心者向けレッスンもスタート。ゴルフビ
ギナーに対してどんな風に教えたらゴルフを好きになってもらえるのか！？

アイデンティティ－ｉｄｅｎｔｉｔｙ－

＜放送日時＞
「ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ 世界の頂を目指して」 5/25（土）午後3：00～3：30

世界のトップアスリートに求められる“アイデンティティ＝個性”。様々なテーマにお
ける自分らしさ（個性）から女子ゴルファーを見つめるドキュメンタリー番組「アイ
デンティティ-identity-」。今回は「JGAナショナルチーム」にスポットを当て、同チ
ームの活動に加えて“プラチナ世代”と呼ばれ将来を嘱望されるアマチュアの安田
祐香に密着する。2017年の日本女子アマで優勝を果たした後、ツアー初出場
した「大東建託・いい部屋ネットレディス」から10試合連続で予選を突破するア
マチュア選手として最多タイを記録。上位争いに度々加わる活躍を見せた。今
年11月にプロテスト受験を控える安田が、4月に世界最高峰マスターズの舞台
、オーガスタナショナルGCで開催される「オーガスタナショナル女子アマチュア」に出
場。その戦いを交えてお届けする。安田祐香×アイデンティティとは･･･。



あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃５８ 5/5（日・祝）午後10：00～10：15 ＃５９ 5/12（日）午後10：00～10：15
＃６０ 5/19（日）午後9：00～9：15 ＃６１ 5/28（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＞
＃５ 5/8（水）午後11：00～11：15
＃６ 5/22（水）午後11：00～11：15 

プロゴルファーの大和笑莉奈、高橋恵、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。

ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ

＜放送日時＞
＃３５３ 5/14（火）午後10：00～10：30
＃３５４ 5/28（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！？



スター☆ゴルフマッチⅡ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃３４ 5/14（火）午後9：30～10：00 ＃３５ 5/28（火）午後9：30～10：00

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

＜放送日時＞
＃１３ 5/7（火）午後10：00～10：30

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！！

江連っ寸～ゴルフ上達の教え～

＜放送日時＞
＃９ 5/1（水・祝）午後11：00～11：15
＃１０ 5/15（水）午後11：00～11：15 

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。
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【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、ツアープロコーチ植村啓太が主宰する「K‘s Island Golf 
Academy」の一員として活動する大堀貴子が登場。東北福祉大学ゴルフ部で
腕を磨き、卒業後にはオーストラリアに留学して海外のゴルフメソッドを学んだ大堀
。ゴルフインストラクターとしてアマチュアを指導する傍ら、自身も現役プレーヤーとし
てクォリファイに挑戦している大堀が、 「楽しくラウンドしよう！『即効性』のあるレッス
ンレシピ」をテーマ、女性にも優しくわかりやすい内容で、綺麗なスイング作りや実戦
にも活かせるレッスンを紹介していく。

プレメンレッスン２！ ～大堀貴子メソッド～

＜放送日時＞
＃１ 5/6（月・祝）深夜0：00～0：15 ＃２ 5/13（月）深夜0：00～0：15
＃３ 5/20（月）深夜0：00～0：15 ＃４ 5/27（月）深夜0：00～0：15

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ

＜放送日時＞
＃１８２ 5/7（火）午後10：30～11：00 ＃１８３ 5/14（火）午後10：30～11：00 
＃１８４ 5/21（火）午後10：30～11：00 ＃１８５ 5/28（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

＜放送日時＞
5/7（火）午後11：00～11：30 5/14（火）午後11：00～11：30 
5/21（火）午後11：00～11：30 5/28（火）午後11：00～11：30

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。
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【オリジナル番組】

橋本マナミのＬｅａｄｅｒ’ｓＧＯＬＦ

＜放送日時＞
＃３５ 5/7（火）深夜0：00～0：30 ＃３６ 5/14（火）深夜0：00～0：30
＃３７ 5/21（火）深夜0：00～0：30 ＃３８ 5/28（火）深夜0：00～0：30

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

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

