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今月の注目ラインアップ

【６月は海外メジャー「全米オープンゴルフ選手権」を特集！】

①海外メジャー第3戦。4日間合計42時間にわたって生中継！

「全米オープンゴルフ選手権」
＜関連番組＞
・杉澤伸章＆進藤大典がペブルビーチへ現地取材！全米オープンを徹底解剖！
「じっくり徹底解剖！全米オープン」

・本戦を前に過去の激闘をプレーバック！
「全米オープンゴルフ選手権過去大会一挙放送」

・今年もやります！トッププロたちの練習風景を生中継！
「全米オープンゴルフ選手権 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全米オープンを振り返る～」

（P.2～4）

②女子ツアーも熱い!国内女子ツアーを3大会放送！

【とことん1番ホール生中継】
「ヨネックスレディスゴルフトーナメント」

【ダイジェスト放送】
「リゾートトラストレディス」
「アース・モンダミンカップ」

（P.6～7）

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.9）

④TEAM SERIZAWAの兄弟分が激突！

「ゴルフ真剣勝負 the MATCH～藤田寛之vs宮本勝昌～」
（P.13）



全米オープンゴルフ選手権
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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 6/13（木）深夜0：30～翌午前11：30
２日目 6/14（金）深夜0：30～翌午前11：30
３日目 6/15（土）深夜0：00～翌午前11：00
最終日 6/16（日）深夜2：00～翌午前11：00 
（※最大延長 [１日目]午後0：30まで [２日目]午後0：30まで

[３日目]午後0：00まで [最終日]午後1：00まで）

1895年から米国で最も権威のある大会として歴史を刻む全米オープンゴルフ
選手権。今年は2010年以来のカルフォルニア州の名門、ペブルビーチゴルフリ
ンクスでの開催となる。同コースで開催された2000年に12アンダーを記録した
タイガー・ウッズと今年2月のAT&Tプロアマで優勝したフィル・ミケルソンが優勝
候補。昨年は最終日まで首位タイが4人と大混戦の中、ブルックス・ケプカが後
続を1打差で振り切り優勝。史上7人目の大会連覇を達成した。前年の雪辱
を果たすべく臨んだ松山英樹は最終日をスコア66で回るも35位T。悔しさを募
らせた。2月にAT&Tプロアマが開催されたが、6月にはまったく異なるコースにな
る。大西洋に面したコースはさらに天候が荒れ、フェアウェイとグリーンの境目がな
くなり、ラフはさらに高くなる。鍵となるのはティーショットの正確性になるか。今年
開場100周年となるペブルビーチで、天候とゴルフの神様が微笑むのは誰だ。

【大会概要】
■開催日：6/13（木）～6/16（日）
■場所：ペブルビーチゴルフリンクス（カリフォルニア州）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：216万ドル）
■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全米オープンを振り返る～

大会終了後の熱そのままに全米オープンの激闘を振り返る。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】
6/17（月）午後10：00～11：00

©Getty Images
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＜放送日時＞※12日、13日再放送あり
練習ラウンド前半 6/11（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 6/11（火）深夜3：00～翌午前5：00（※最大延長 午前5：30まで）

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ペブルビーチゴルフリンクス攻略に向
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。全米屈指の名門コースとして知られるペブルビーチゴルフリンクス
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

じっくり徹底解剖！全米オープン

ペブルビーチゴルフリンクスを舞台に繰り広げられる全米オープンの見どころを紹
介する。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・
ペブルビーチゴルフリンクス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。そしてメジャータイトル獲得に期待のかかる松山英樹など
見どころ満載のメ全米オープンを特集する。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】
6/1（土）午後3：30～4：30

【全米オープン関連番組】

全米オープンゴルフ選手権 練習ラウンド生中継

©Getty Images
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＜放送日時＞
2016年全米オープンゴルフ選手権：6/11（火）午後6：30～9：30
2017年全米オープンゴルフ選手権：6/12（水）午後3：30～6：30
2018年全米オープンゴルフ選手権：6/13（木）午後5：30～8：30

世界中から猛者が集まり、激闘を繰り広げる全米オープン。その過去の戦いを振り返る。2016年から2018年の3大会をプレー
バック！激闘の歴史を見逃すな。

〈2016年全米オープン〉ダスティン・ジョンソン悲願のメジャー初制覇！
ペンシルベニア州オークモントCCで行われた戦いは、最終日2位からスタートしたダスティン・ジョンソンが69のスコアで回り、首位の
シェーン・ローリーを逆転しメジャー初戴冠。ラウンド後に異例の罰打を受けるも物ともせず、その後PGAツアー20勝の大台まで
到達する礎となった。

〈2017年全米オープン〉松山英樹、日本人37年ぶりのメジャー2位！
2006年開場のウィスコンシン州エリンヒルズGCで行われた戦いは、最終日2位からスタートしたブルックス・ケプカが通算16アンダ
ーで初優勝。PGAツアーのレギュラー出場権を獲得できず、欧州ツアーを中心に活動していた苦労人。その後の全米オープン二
連覇などスターダムを一気に駆け上った。最も注目されたのは、14位で最終日をスタートした松山英樹。スコア66をたたき出し
猛追し、青木功以来37年ぶりの2位Tでフィニッシュした。

〈2018年全米オープン〉ブルックス・ケプカ29年ぶりの大会二連覇の快挙達成！
全米最古のゴルフコース、ニューヨーク州シネコックヒルズGCで開催された大会は、。大会を通して突然変わる天候と強い風に選
手たちは苦しみ、中でもメジャーグランドスラムを狙っていたフィル・ミケルソンは2日目、前代未聞の罰打を犯し注目された。最終
日ダスティン・ジョンソン、ダニエル・バーガー、トニー・フィナウと並んで首位タイでスタートしたブルックス・ケプカが混戦の中、後続を
1打差で振り切り戴冠。29年ぶり、史上7人目の大会連覇を達成した。

【全米オープン関連番組】

全米オープンゴルフ選手権過去大会一挙放送

©Getty Images
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【海外メジャー】

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 6/1（土）午前7：30～午後0：30
３日目 6/2（日）午前8：00～午後1：00
最終日 6/3（月）午前10：30～午後3：30

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T。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
場に戦い、KIAクラシックを制した畑岡奈紗や野村敏京、上原彩子、岡山絵里
、アマチュアの吉田優利ら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：チャールストンカントリークラブ（サウスカロライナ州）
■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

全米シニアオープンゴルフ選手権

＜放送日時＞
１日目 6/28（金）午前7：00～午後0：00
２日目 6/29（土）午前7：00～午後0：00
３日目 6/30（日）午前7：00～11：30
最終日 7/1（月）午前11：00～午後4：30 

1980年から続く、シニアメジャー第3戦。舞台はインディアナ州、ワーレンゴルフ
コース。優勝者にはフランシス・ウィメットトロフィーと翌年の全米オープンへの出
場権が与えられる。トロフィーの名前となっているフランシス・ウィメットは生涯アマ
チュアを貫き、全米アマを二度優勝した伝説のレジェンド。その精神は高く評価
され、2005年には「グレーテストゲーム（The Greatest Game Ever 
Played）」として映画化された。昨年は最終日を2バーディー、2ボギーの70
で回ったデビッド・トムズがミゲル・アンヘル・ヒメネス、ジェリー・ケリーなどを振り切
りシニアツアー初優勝。

【大会概要】
■開催日：6/27（木）～6/30（日）
■場所：ワーレンゴルフコース（インディアナ州）
■賞金総額：400万ドル
■18年優勝：デビッド・トムズ（米国）

©Getty Images



リゾートトラストレディス
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【国内ツアー】

今年で27回目の開催を迎える今大会。首位を走る岡山絵里に猛チャージで
追いついた勝みなみのプレーオフとなった昨年大会。ともにプロ初優勝をかけて
争い、競り勝った岡山が勝利。2004年大会以来の舞台となるグランディ浜名
湖ゴルフ倶楽部は、全ホールに池やバンカーが絡むとともに、浜名湖からの風に
よってはその難易度が一変する。コース特有の風を制するのは果たして！？

【大会概要】
■開催日：5/31（金）～6/2（日）
■コース：グランディ浜名湖ゴルフ倶楽部（静岡県）
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■18年優勝：岡山 絵里

©Getty Images

©Getty Images

≪ダイジェスト放送≫
最終日 6/3（月）深夜0：00～1：30 

ヨネックスレディスゴルフトーナメント

1981年から始まった大会で、開催コースが新潟県ヨネックスCCに移ってから今
年で21年目。昨年は、首痛から1年弱戦線を離れていた大山志保が復帰4
試合目で復活優勝を果たした。リランキング・シード権を狙う若手選手にとって
重要な大会となる。そんな今大会の1番ホールはパー5のロングホール。2オン
狙いの選手は少ないものの、葭葉ルミ、渡邉彩香などのロングヒッターによる2オ
ンチャレンジにも注目したいところ。残り100ヤード地点からグリーンまでは打ち
上げになるため、アプローチの距離感がバーディ発進のカギを握る。

【大会概要】
■開催日：6/7(金）～6/9（日）
■コース：ヨネックスカントリークラブ（新潟県）
■賞金総額：7000万円（優勝賞金：1260万円）
■18年優勝：大山 志保

＜放送日時＞
≪とことん1番ホール生中継≫
２日日 6/8（土）午前7：00～10：15
最終日 6/9（日）午前7：00～10：15 
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）
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アース・モンダミンカップ

シーズン序盤の最終戦、2019年シーズン第1回リランキングの区切りとなる大
会となる。年間のシード権を持たない選手にとってはこの試合までの獲得賞金
によって、中盤戦への出場状況が大きく変わることになる。そんな節目となる今
大会の賞金総額は、ツアー最高額タイの2億円。ここで上位に入ればリランキ
ングにも大きな影響を与える。それだけに、選手たちの今大会にかける意気込
みは強い。昨年は4日間大会に強い、成田美寿々が首位でスタートした最終
日も危なげなく逃げ切り、ツアー10勝目を挙げた。

【大会概要】
■開催日：6/27(木）～6/30（日）
■コース：カメリアヒルズカントリークラブ（千葉県）
■賞金総額：2億円（優勝賞金：3600万円）
■18年優勝：成田 美寿々

【国内ツアー】

©Getty Images

≪ダイジェスト放送≫
３日日 6/29（土）午後10：00～深夜1：00
最終日 6/30（日）午後10：30～深夜0：00 

【国内ツアー関連番組】

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃９７ 6/3（月）午後11：00～11：30 ＃９８ 6/10（月）午後11：00～11：30
＃９９ 6/17（月）午後11：00～11：30 ＃１００ 6/24（月）午後11：00～11：30 

4月から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！



ザ・メモリアルトーナメント
Presented by ネーションワイド
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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 5/30（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 6/1（土）深夜1：30～翌午前7：00
最終日 6/2（日）深夜1：30～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）

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

RBCカナディアンオープン

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 6/7（金）午前4：00～7：00
２日目 6/8（土）午前4：00～7：00
３日目 6/8（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 6/9（日）深夜2：00～翌午前7：00 
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）

1904年にスタートしたカナダのナショナルオープン。PGAツアースケジュールの中
でも全米、全英に次ぐ歴史を誇る。舞台は1894年開場のオンタリオ州、五大
湖の畔にあるハミルトンゴルフ＆カントリークラブ。2012年以来の開催となり、
2006年にはジム・フューリック、2012年にスコット・ピアシーが優勝している。長
年PGAツアーのトッププロたちに飲み込まれ、64年間自国チャンピオンが生まれ
ていない。今年は7月から6月に日程変更となり、さらに全米オープン前週の開
催となる。メジャー優勝を狙う選手たちの最終調整の場となり、激戦必至だ。

【大会概要】
■開催日：6/6（木）～6/9（日）
■場所：ハミルトンゴルフ＆カントリークラブ（カナダ）
■賞金総額：760万ドル（優勝賞金：111.6万ドル）
■18年優勝：ダスティン・ジョンソン（米国）

©Getty Images



トラベラーズ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 6/21（金）午前4：00～7：00
２日目 6/22（土）午前4：00～7：00
３日目 6/22（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 6/23（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）

ロケットモーゲージクラシック

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 6/28（金）午前4：00～7：00
２日目 6/29（土）午前4：00～7：00
３日目 6/29（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 6/30（日）深夜2：00～翌午前7：00 
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

今シーズンから初開催となる大会。ミシガン州での開催は、1958年から2009
年まで行われたビュイックオープン以来、デトロイトでの開催は史上初となる。元
々メリーランド州で行われていたクイッケンローンズナショナルを、クイッケン・ローン
ズ社の本社があるデトロイトへ場所を移し開催される。「ロケットモーゲージ」はク
イッケンローンズ社が2016年に発売したサービス名に由来する。オハイオ州に
自宅がある、ブルックス・ケプカなどの出場が見込まれる。

【大会概要】
■開催日：6/27（木）～6/30（日）
■場所：デトロイトゴルフクラブ（オハイオ州）
■賞金総額：730万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■18年優勝：-

全米オープンの翌週に開催される大会だが、ジャスティン・トーマス、ブルックス・
ケプカなど多くのトッププロが既に出場を表明している。中でもババ・ワトソンのこ
の大会への意気込みはひと際高い。2010年にPGAツアー初勝利を挙げ、
2015年にはポール・ケーシーとのプレーオフを制し2勝目。昨年は最終日に6
打差を大逆転し、大会史上2人目の大会3度目の優勝を遂げた。2016年か
ら計30万ドルを大会へ寄付し、さらに愛を深めるババの4度目の優勝に期待
がかかる。

【大会概要】
■開催日：6/20（木）～6/23（日）
■場所：TPCリバーハイランズ（コネチカット州）
■賞金総額：720万ドル（優勝賞金：126万ドル）
■18年優勝：ババ・ワトソン（米国）

©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。 6
月号は「ZOZOチャンピオンシップへの道」、「みんなのゴル語」、「みんなのギア情
報局」などコーナー盛りだくさん！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！

【放送日】
６月号 6/2（日）午後1：00～1：30

【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。



マスターカードチャンピオンシップ
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【PGAツアーチャンピオンズ】

2017年に開催されたJALチャンピオンシップ以来の日本開催が決定。舞台は前回と
同じく、成田ゴルフ倶楽部となる。前回大会には尾崎直道や中島常幸、倉本昌弘な
ど日本ツアーから7名が出場。最高成績は倉本の7位Tだった。マスターカードゴルフ親
善大使として来日したトム・ワトソンからはジャンボ尾崎の名前も挙がるなど、盛り上がる
こと間違いなし。

【大会概要】
■開催日：6/7（木）～6/9（日）
■場所：アコーディア・ゴルフ成田ゴルフ倶楽部（日本）
■賞金総額：250万ドル（優勝賞金：40万ドル）
■18年優勝：-

2016年から開催される大会。ウィスコンシン在住のスティーブ・ストリッカーがホストを
務める。舞台はウィスコンシン大学ゴルフ部のホームコース、ユニバーシティーリッジゴル
フコース。昨年はスコット・マカロンが最終日64をマークし、優勝。全米シニアの前週開
催、メジャータイトルを狙う選手たちが最終調整として参加し、激戦が繰り広げられる
。
【大会概要】
■開催日：6/21（金）～6/23（日）
■場所：ユニバーシティーリッジゴルフコース（ニューヨーク州）
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30万ドル）
■18年優勝：スコット・マカロン（米国）

©Getty Images

©Getty Images

プリンシパルチャリティークラシック

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

アイオワ州デモインのワコンダクラブで開催される。1922年オープンのコースはチャンピオ
ンズツアー開催コースとして最古のもの。ライの長さが不均一で丘陵地帯特有の地形
が選手たちを苦しめる。来場客が8万人を超えるなど人気の大会となっている。昨年
は2006年ライダーカップ米国代表キャプテンを務めた、トム・レーマンが優勝した。
【大会概要】
■開催日：5/31（金）～6/2（日）
■場所：ワコンダクラブ（アイオワ州）
■賞金総額：185万ドル（優勝賞金：26.25万ドル）
■18年優勝：トム・レーマン（米国）

©Getty Images

アメリカンファミリーインシュランスチャンピオンシップ

＜放送日時＞1日目生中継
１日目 6/7（金）午前11：00～午後1：30
２日目 6/8（土）午後10：00～深夜0：30
最終日 6/9（日）午後10：30～深夜1：00

＜放送日時＞
１日目 6/25（火）午後7：30～9：30
２日目 6/26（水）午後7：30～9：30
最終日 6/27（木）午後7：30～9：30



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＞
～コースでサルベージ！～ドライバーのお悩みを解決するぞ！
6/7（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、タケ小山プロと共にコースでサルベージ！ロフト角
、ライ角が調整できるカチャカチャ機能を搭載したドライバーを使って、ドライ
バーの悩みを徹底的に検証する。

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」。6
月は藤田寛之と宮本勝昌のTEAM SERIZAWA兄弟分対決。 1969年生ま
れの藤田は高校1年からゴルフを始め、92年、専修大学時代にプロ転向。97年
にサントリーOPでツアー初優勝。そこからトッププロへの階段を上がっていく。20代
は1勝、30代で5勝、そして40代で12勝と年齢を重ねる毎に勝ち星が増えた。
10年には最優秀選手賞を獲得。11年には41歳にして初めてマスターズに出場。
史上8人目の生涯獲得賞金10億円を突破した。12年には年間4勝を挙げ43
歳にして、ついに賞金王へと上り詰めた。同年、日本シリーズでは大会史上初の3
連覇を達成。14年には3勝を挙げ2度目の年間最多勝を記録。昨年は9月まで
賞金ランク91位と苦しんだが日本OPで5位に入るなど22年連続で賞金シードを
獲得。今年の6月で50歳を迎え、シニアツアーにも出場できる年齢となったが、レ
ギュラーツアーでまだまだ進化を続ける。
1972年生まれの宮本は中学1年からゴルフを始め、全国高校選手権で団体戦
連覇を果たす。91年、大学1年生の時に日本アマで、同じ日本大学の先輩・丸
山茂樹を破りアマ日本一の称号を手にした。95年プロテストを合格。98年つるや
OPでツアー初優勝、その年の日本シリーズでは、尾崎将司をプレーオフで破り優
勝。翌99年は米PGAツアーに参戦。01年から再び日本に戻り、日本ゴルフツア
ー選手権と日本シリーズの2冠を制した。08年から選手会会長を務める中、開幕
戦の東建ホームメイトカップで逆転優勝を飾り、ツアー通算7勝目。16年は史上9
人目の生涯獲得賞金10億円突破も果たす。昨年は不振に陥り、18年間守り
続けた賞金シードを失った。今シーズンは復活を掛けるシーズンとなる。また、06
年から11年にかけて151試合連続出場の記録をつくった鉄人。選手会長を計3
シーズン務めるなど人望も厚い。

＜放送日時＞
藤田寛之 vs 宮本勝昌～TEAM SERIZAWA 兄弟分対決～

6/5（水）午後9：00～11：00



稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」
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【オリジナル番組】

©Getty Images

＜放送日時＞
＃２９ 6/3（月）午後11：30～深夜0：00
＃３０ 6/17（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。

内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4

＜放送日時＞
＃７ 6/12（水）午後11：00～11：15
＃８ 6/26（水）午後11：00～11：15 

「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。



江連っ寸～ゴルフ上達の教え～

あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃６２ 6/2（日）午後10：30～10：45 ＃６３ 6/9（日）午後10：00～10：15
＃６４ 6/16（日）午後10：00～10：15 ＃６５ 6/23（日）午後10：00～10：15
＃６６ 6/30（日）午後10：00～10：15

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。

＜放送日時＞
＃１１ 6/5（水）午後11：00～11：15
＃１２ 6/19（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。



住建ハウジング ｐｒｅｓｅｎｔｓ
タケ小山 全米シニアへの挑戦

ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ
～帰ってきました団体戦、全員集合！～

ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
6/9（日）午後8：30～9：00

＜放送日時＞
＃３５５ 6/11（火）午後10：00～10：30
＃３５６ 6/25（火）午後10：00～10：30

今年、16年目を迎えるゴルフネットワークを代表する長寿番組。芹澤信雄プロを中心に藤田寛之プロ、宮本勝昌プロ、上井邦
弘プロ、西山ゆかりプロらトッププロと若手有望プロを擁するチームセリザワのモットーは、「ゴルフは楽しく真剣に！」。そんなチームセ
リザワメンバーが月替わりで登場！プロの技やコースマネージメントを紹介するだけでなく、真剣なプレーあり、軽快なトークありと見
所満載。

TEAM SERIZAWAメンバーが主催するプロアマイベントが復活！各プロをリーダーとする６チームの対抗戦。ベストボール方式
。イベントを通じて「プロアマ」の楽しみ方を伝える。芹澤信雄プロをはじめ、藤田寛之プロ、宮本勝昌プロ、上井邦裕プロ、西山
ゆかりプロ、林菜乃子プロが登場！

＜放送日時＞
6/12（水）午後9：00～9：30

プロゴルファー タケ小山が、全米シニアオープンに挑戦する模様を収録した完全ドキュメンタリー。タケ小山が何故プロゴルファーに
なったのか。そして渡米した理由とは。出生から現在までの軌跡をたどり、タケ小山の人物像を明らかにする。テレビやラジオ出演で
多忙を極めるタケ小山が、何故今になり海外シニア最高峰の舞台の1つである全米シニアオープンに挑戦するのか…。そこにはア
メリカに対するタケ小山のただならぬ想いがあった。アメリカで18年間プロ生活を送ったタケ小山が思い出の地、アメリカで全米シニ
アオープンに挑む。



ゴルフビジネスで戦う者たち グラスホッパーズ 第2話
～無観客試合からの脱却。グランド・ゴールドシニア運営の秘密。

杉ちゃんが行く！～２０１９年６月号～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
6/22（土）午後4：30～5：00

＜放送日時＞
6/19（水）午後10：00～11：00

“杉ちゃん”こと、ツアープロキャディ杉澤伸章氏がＭＣを務める「杉ちゃんが行く！」。これまで多くのプロの素顔や本音を引き出し
てきた杉ちゃんが、突撃取材を敢行し、普段のゴルフ中継では見ることのできない魅力をお届けする。今回のたーげっとゲストは今
後の男子ゴルフツアーをけん引する一人、比嘉一貴。10歳から競技をはじめ、アマチュア時代からその実力を発揮。松山英樹プ
ロが優勝した日本オープン等のローアマを獲得した。身長は158センチと小柄ながらダイナミックなスイングでファンを魅了する。その
比嘉プロの素顔に杉ちゃんが迫る！

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、シニアツアーを運営する「グランド・
ゴールドシニア」に焦点を当てる。観戦チケット無料、軽食一品無料、ゴルフ用品の1コイン（500円）大放出。ゴルフファンには
至れり尽くせりの催しが盛りだくさん、シニアツアーの大会が大きな成功を収めている。8年前まで無観客試合と揶揄されていたト
ーナメントを人気コンテンツに押し上げたその仕掛けとは！？



レジェンドアプリケーションズ presents
第5回日本クラブチームゴルフ選手権
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
6/8（土）午前10：15～11：30

地区予選（16地区）、東日本決勝、西日本決勝、全国決勝にて、ゴルフ仲間、ゴルフ場メンバー、企業メンバーの4名1チー
ム（3名のスコアを採用）による日本一のクラブチームを決定する団体戦。2018年9月より地区予選が開始し、2019年5月6
日の全国決勝、そして、日本一までの道のりを紹介する。“ゴルフを通して仲間と挑戦する素晴らしさ”、“団体戦の面白さ”を大
会サポーターの石井忍、植村啓太がお伝えする。



debut！あ、これいいかも。中空アイアン HI540 FORGED 

debut！～ロマロ レイアルファシリーズ～
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【オリジナル番組】

ゴルフメーカーが発表する注目の新作ギアを徹底紹介していくギア情報
番組「debut！」。今回は、ロマロ レイアルファシリーズを紹介する。ロマロ
イズムとは「妥協なき製品開発」。今回のレイアルファシリーズもその精神
を色濃く受け5年の歳月をかけ素材から開発した。「ヘッドに最適な金属
は何か？」建材メーカーをルーツとするロマロだからできた新しい金属の開
発。ロマロファンを公言する鹿又芳典が、レイアルファシリーズの驚きの性
能と、その開発秘話を紐解く。
【番組で紹介するゴルフ用品】
Romaro Ray α（アルファ）シリーズ

＜放送日時＞
6/8（土）午後2：00～2：30

ゴルフメーカーが発表する注目の新作ギアを徹底紹介していくギア情報番
組「debut！」。今回は、フォーティンHI540 FORGEDを紹介する。アイア
ンショットがなかなか安定しないというスコア80台を目指すゴルファーに是非
使用して欲しいという願いで開発された「HI540 FORGED 」を紹介する。
中空構造がもたらす深い重心で最適な高弾道と飛距離性能を実現。 ま
た、ミスが多いというミドルアイアンも打ちやすく設計されている。今回は、金
谷多一郎プロと皆藤慎太郎アナウンサーが「HI540 FORGED」の様々な
特性を検証し体験する。
【番組で紹介するゴルフ用品】
フォーティーン HI540 FORGED

＜放送日時＞
6/1（土）午後３：00～3：30



スター☆ゴルフマッチⅡ

生田衣梨奈のVSゴルフ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃３６ 6/11（火）午後9：30～10：00 ＃３７ 6/25（火）午後9：30～10：00

＜放送日時＞
＃１ 6/4（火）午後9：00～9：30
＃２ 6/18（火）午後9：00～9：30

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

＜放送日時＞
＃１４ 6/4（火）午後10：00～10：30

自身のプロフィールにも「特技：ゴルフ／趣味：ドライバーで飛ばすこと！！」とするほどのゴルフ好きであるモーニング娘。’19の
生田衣梨奈がプロゴルファーと対決！しかしながら、さすがの生田もプロゴルファーとのガチンコ勝負では太刀打ちができない。そ
こで生田にはハンデとして強制的にプロゴルファーに代わってゲストのアマチュアに代打させる“お邪魔カード”を使用。アマチュアの
プレーが2人の勝敗を大きく左右するが、勝負の行方は果たして！？生田の思い切りのいいスイングにも注目だ。

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」メソッドを紹介するなど、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

20

【PGAツアー】

＜放送日時＞
6/4（火）午後11：00～11：30 6/11（火）午後11：00～11：30 
6/18（火）午後11：00～11：30 6/25（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃１８６ 6/4（火）午後10：30～11：00 ＃１８７ 6/11（火）午後10：30～11：00 
＃１８８ 6/18（火）午後10：30～11：00 ＃１８９ 6/25（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのＬｅａｄｅｒ’ｓＧＯＬＦ

＜放送日時＞
＃３９ 6/4（火）午後11：30～深夜0：00 ＃４０ 6/11（火）深夜0：00～0：30
＃４１ 6/18（火）深夜0：00～0：30 ＃４２ 6/25（火）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

http：//www.golfnetwork.co.jp

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

