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今月の注目ラインアップ

【７月は海外メジャー「全英オープンゴルフ選手権」を特集！】

①海外メジャー最終戦。4日間合計39時間にわたって生中継！
「全英オープンゴルフ選手権」
＜関連番組＞
・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全英オープンを振り返る～」

（P.2）

②女子ツアーも熱い!国内女子ツアー２大会をとことん１番ホール生中継！
【とことん1番ホール生中継】
「ニッポンハムレディスクラシック」
「センチュリー21レディスゴルフトーナメント」

（P.3）

③ヨーロピアンツアーも熱い！全英オープン前のロレックスシリーズ２連戦
「ドバイデューティーフリー アイリッシュオープン 」
「アバディーンスタンダードインベストメント スコティッシュオープン」

（P.5）

④全英オープン直後の決戦！WGCシリーズ最終戦
「WGC-FedExセントジュードインビテーショナル」

（P.7）

⑤トップアマからトッププロへ。その後、苦しみを経験し復活を誓う二人対決
「ゴルフ真剣勝負 the MATCH～服部真夕vs諸見里しのぶ～」

（P.11）



全英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 7/18（木）午後2：30～翌午前4：00
２日目 7/19（金）午後2：30～翌午前4：00
３日目 7/20（土）午後5：00～翌午前4：00
最終日 7/21（日）午後4：00～深夜3：00 
（※最大延長 [１日目]午前5：00まで [２日目]午前5：00まで

[３日目]午前5：00まで [最終日]午前6：30まで）

今年で148回目を迎える世界最古のメジャートーナメント、全英オープン。舞
台は北アイルランドの名門ロイヤルポートラッシュゴルフクラブ。 1888年に9ホー
ルの「ザ・カントリークラブ」として開場。その後18ホールに拡張。1895年にはイ
ギリス王エドワード7世がパトロンとなり現在の名称となった。今年は1951年に
同コースで開催されて以来、68年ぶりにイギリス本土外での開催となる。注目
は2人。今シーズン好調を維持し、ここまでトップ10入り7回、TPC優勝と波に
乗るローリー・マキロイ。地元の大声援を受け、さらに期待がかかる。そしてマスタ
ーズでメジャー復活優勝を果たしたタイガー・ウッズ。マスターズ最終日ではフェア
ウェイキープ率71.43%、パーオン率83.33%を記録した精度の高さは狭く海
風が吹くリンクスコースでも遺憾なく発揮されるだろう。世界TOP100コースにも
常時ランクインする14番パー3が見どころ。今年最後のメジャーを見逃すな！

【大会概要】
■開催日：7/18（木）～7/21（日）
■場所：ロイヤルポートラッシュゴルフコクラブ（北アイルランド）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：189万ドル）
■18年優勝：フランチェスコ・モリナリ（イタリア）

©Getty Images

アフターメジャー ～２０１９全英オープンを振り返る～

大会終了後の熱そのままに全英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。

【全英オープン関連番組】

【放送日】
7/22（月）午後10：00～11：00
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【国内ツアー】

今年で4回目となる本大会は、国内女子ツアー第19戦目。昨年大会では、
韓国のベテラン、アン・ソンジュが2位に2打差で逃げ切り優勝。背中痛を痛み
止めで乗り切って優勝となった。ツアー全39戦の折り返し地点にあたる本大会
は、8月に開幕するAIG全英女子オープンを直近に控えることもあり、最終調
整としてランキングトップ選手も多く出場する。また地元北海道出身の小祝さく
ら、菊池絵里香など若手選手の活躍にも注目したい。

【大会概要】
■開催日：7/11（木）～7/14（日）
■コース：桂ゴルフ倶楽部（北海道）
■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）

©Getty Images

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
３日日 7/13（土）午前6：30～10：15
最終日 7/14（日）午前7：30～10：00 
（※最大延長 [３日日]午前10：30まで [最終日]午前10：30まで）

センチュリー21レディスゴルフトーナメント

炎天下で行われた昨年大会では、20歳のアマチュア、クリスティン・ギルマン（
米国）が後続に4打差をつけ、アマチュアとしてLPGAツアー初出場・初優勝を
果たした。アマチュアのツアー優勝は畑岡奈紗以来6人目。初出場のアマチュ
アが優勝するのはキム・ヒョージュ（韓国）以来、ツアー史上2人目の快挙とな
った。単独首位から出たルーキー・小祝さくらは4バーディ・4ボギーの「72」とスコ
アを伸ばせず、トータル13アンダー・2位タイでツアー初優勝を逃した。今年の
舞台は、ツアー初登場の石坂ゴルフ倶楽部。真夏に行われるトーナメントは暑
さとの戦いにもなるだろう。1番はなだらかに下る広々としたロングホール、各選
手バーディで好発進できるか？

【大会概要】
■開催日：7/26(金）～7/28（日）
■コース：石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■18年優勝：クリスティン・ギルマン（米国）

≪とことん1番ホール生中継≫
２日日 7/27（土）午前6：30～10：30
最終日 7/28（日）午前6：30～9：30 
（※最大延長 [最終日]午前10：00まで）

ニッポンハムレディスクラシック



【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＞
＃１０１ 7/1（月）午後11：00～11：30 ＃１０２ 7/8（月）午後11：00～11：30
＃１０３ 7/15（月・祝）午後11：00～11：30 ＃１０４ 7/22（月）午後11：00～11：30
＃１０５ 7/29（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！



ドバイデューティーフリー アイリッシュオープン
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【ヨーロピアンツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 7/4（木）午後6：30～深夜2：30
２日目前半 7/5（金）午後6：30～11：00
２日目後半 7/5（金）深夜0：00～2：30
３日目 7/6（土）午後8：00 ～深夜1：00
最終日 7/7（日）午後8：00 ～深夜1：00 
（※最大延長 [最終日]深夜3：00まで）

＜放送日時＞ ※1日目～最終日前半生中継
１日目 7/11（木）午後6：30～深夜2：30
２日目 7/12（金）午後6：30～深夜2：30
３日目 7/13（土）午後11：00～深夜2：00
最終日前半 7/14（日）午後11：00～深夜2：00
最終日後半 7/15（月・祝）午前11：00～午後1：00 

ヨーロピアンツアーロレックスシリーズ第3戦、全英オープン前週開催となる。舞
台はスコットランドの首都エディンバラ東部にあるザ・ルネッサンスクラブ。昨年の
開催コース、ガランGCやミュアフィールドが連なる海岸線のリンクスコースだ。イギ
リス特有の強い風、強く深いラフ、深いバンカーを持ち、全英オープンに臨む選
手たちの最終調整の場となる。上位3名には全英オープンの出場権が与えら
れる為、最後の切符を賭けた戦いでもある。

【大会概要】
■開催日：7/11（木）～7/14（日）
■場所：ザ・ルネッサンスクラブ（スコットランド）
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■18年優勝：ブランドン・ストーン（南アフリカ）

ヨーロピアンツアーロレックスシリーズ第2戦。今年は全英オープンが北アイルラン
ド開催とあって、例年以上にトッププロの出場が見込まれる。舞台はアイルラン
ド南西部のラヒンチゴルフクラブ。1892年開場のこのコースは、「近代ゴルフの
父」と称されたトム・モリスをして、「史上最高の天然コース」と呼ばれている。世
界のTOP100コースの常連で、注目はセカンドショットで豪快に砂丘を越えて
いく4番パー5とグリーンが砂丘で取り囲まれた5番パー3。

【大会概要】
■開催日：7/4（木）～7/7（日）
■場所：ラヒンチゴルフクラブ（アイルランド）
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：-）
■18年優勝：ラッセル・ノックス（英国）

©Getty Images

アバディーンスタンダードインベストメント
スコティッシュオープン

©Getty Images
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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 7/4（木）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 7/5（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 7/6（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 7/7（日）深夜3：00～翌午前7：00
（※最大延長 [３日目]午前8：00まで [最終日]午前11：30まで）

全英オープンを2週後に控えた中でミネソタ州ツインシティで行われる新規大会
。舞台はTPCツインシティーズ、アーノルド・パーマーの設計で2000年に開場し
、PGAツアーチャンピオンズの3Mチャンピオンシップの開催コースとして使用され
ていた。全英オープン前の為、フィル・ミケルソン、ブルックス・ケプカ、ブライソン・
デシャンボーなど多くのトッププロが出場を表明している。

【大会概要】
■開催日：7/4（木）～7/7（日）
■場所：TPCツインシティーズ（ミネソタ州）
■賞金総額：640万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■18年優勝：-

ジョンディアクラシック

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 7/12（金）午前5：00～8：00
２日目 7/13（土）午前5：00～6：30
３日目 7/13（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 7/14（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11：00まで）

全英オープン前最後の戦い。ジョーダン・スピース、ブライアン・ハーマン、ブライソ
ン・デシャンボー、そして昨年のマイケル・キムなど、この大会で初優勝を飾りトッ
ププロへと羽ばたいていった若手が多い。優勝者には全英オープン出場権が与
えられる為、最後の切符を賭けて争われる。舞台はイリノイ州TPCディアラン。
PGAツアー5勝、日本ツアーでも勝利したD.A.ワイブリングが馬の育成牧場跡
地に設計したコースだ。

【大会概要】
■開催日：7/11（木）～7/14（日）
■場所： TPCディアラン（イリノイ州）
■賞金総額：600万ドル（優勝賞金：104.4万ドル）
■18年優勝：マイケル・キム（米国）

©Getty Images

3Mオープン



バーバソルチャンピオンシップ
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【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 7/23（火）午後1：30～4：30
２日目 7/24（水）午後1：30～4：30
３日目 7/25（木）午後1：30～3：30
最終日 7/25（木）午後4：00～7：00 

WGC-FedExセントジュードインビテーショナル

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 7/25（木）深夜3：00～翌午前8：00
２日目 7/26（金）深夜3：00～翌午前6：30
３日目 7/27（土）深夜1：00～翌午前6：30
最終日 7/28（日）深夜1：00～翌午前7：00 
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）

昨年まで行われていたWGC-ブリヂストンインビテーショナルがタイトルスポンサー
がFedExに変わり行われるWGCシリーズ最終戦。全英オープン直後だが、
FedExポイント、賞金額共に高く、全英オープンの調子そのままに米国へ帰還
してくるトッププロたちで激しい戦いになるだろう。舞台は1989年から開催され
ているテネシー州TPCサウスウィンド。1988年ロン・プリチャード設計でツアー屈
指の難関コースとして知られ、唯一のバーディーホールと言われる14番のパー3
でもツアー5本の指に入る難しさと言われている。

【大会概要】
■開催日：7/25（木）～7/28（日）
■場所： TPCサウスウィンド（テネシー州）
■賞金総額：1025万ドル（優勝賞金：170万ドル）
■18年優勝：ジャスティン・トーマス（米国）

全英オープンと同週に開催され多くのトッププロが不在の中、2年間のツアーシ
ード権を賭けて新進気鋭の若手とベテランがしのぎを削る。舞台はケンタッキー
州ザ・キーントレースゴルフクラブ。2015年からアラバマ州でスタートしたこの大
会は、昨年ケンタッキー州に移動、59年ぶりの同州開催となった。昨年は悪天
候で5日目に突入。首位タイからスコア67でプレーしたトロイ・メリットがツアー2
勝目を手にした。

【大会概要】
■開催日：7/18（木）～7/21（日）
■場所：ザ・キーントレースゴルフクラブ（ケンタッキー州）
■賞金総額：350万ドル（優勝賞金：63万ドル）
■18年優勝：トロイ・メリット（米国）

©Getty Images

©Getty Images



バラクーダチャンピオンシップ
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【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 7/30（火）午前9：00～11：30
２日目 7/30（火）午後0：00～2：30
３日目 7/31（水）午後0：00～3：00
最終日 8/1（木）午後0：00～3：00

ツアー唯一ステーブルフォード方式（バーディやイーグルなどでポイントを積み上
げる方式）で行われる大会。世界ランク64位以上の選手はWGCに向かう為
、シード権を争う選手たちにはシーズン最後のビッグチャンスとなる。舞台はネバ
ダ州モントルーゴルフ&カントリークラブ。1997年ジャック・ニクラス設計のこのコー
スは海抜1710mと高地にあり、高低差が240mとアップダウンが激しい。
2006年に宮里優作がPGAツアー史上2人目となる1ラウンドに2度のホールイ
ンワンを決めた大会でもある。

【大会概要】
■開催日：7/25（木）～7/28（日）
■場所：モントルーゴルフ&カントリークラブ（ネバダ州）
■賞金総額：350万ドル（優勝賞金：61.2万ドル）
■18年優勝：アンドリュー・パットナム（米国）

©Getty Images

【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。 7
月号は「私とPGAツアー」にアンタッチャブル柴田英嗣さんが登場！「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】
7月号 7/7（日）午後2：00～2：30

【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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全英シニアオープンゴルフ選手権

シニアメジャー最終戦。舞台はイングランドの名門ロイヤルリザム＆セン
トアンズ。1886年開場のこのコースは2012年全英オープン、2018
年全英リコー女子オープンを開催している名門コース。土地の隆起に
より内陸部に位置しているが、強い海風と220ヵ所に上るバンカーが
選手たちを苦しませる。最初の設計者アレキザンダー・ドールマンがコー
ス造形を担当した12人の発起人に各々3つづつ好きな場所にバンカ
ーを掘るよう話したという逸話も残る。昨年は日本から米山剛、須貝
昇、プラヤド・マークセンが出場した。

【大会概要】
■開催日：7/25(金）～7/28（日）
■場所：ロイヤルリザム＆セントアンズ（イングランド）
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：31.4万ドル）
■18年優勝：ミゲル・アンヘル・ヒメネス(スペイン)

ブリヂストンシニアプレーヤーズチャンピオンシップ

今年からブリヂストンがタイトルスポンサーとなり、PGAツアーブリヂストン
インビテーショナルが開催されていたオハイオ州ファイヤーストーンカントリ
ークラブでの開催となるメジャー第4戦。注目は16番パー5の通称「モ
ンスター」。ツアー最長の667ヤードを誇り、1960年全米プロでダブル
ボギーを叩いたアーノルド・パーマーが命名したこのホールを、シニアの
熟練した技術でどう攻めるのかに期待がかかる。優勝者には翌年のプ
レーヤーズチャンピオンシップへの出場権が与えられる。

＜放送日時＞
１日目 7/16(火) 午後7：00～9：00 ２日目 7/17(水) 午前6：30～8：30
３日目 7/17(水) 午後7：00～9：00 最終日 7/18(木) 午前6：30～8：30 

【大会概要】
■開催日：7/11（木)～7/14(日)
■場所：ファイヤーストーンカントリークラブ（オハイオ州)
■賞金総額：280万ドル（優勝賞金：42万ドル）
■18年優勝：ビジェイ・シン（フィジー）

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

©Getty Images

＜放送日時＞ ※1日目～3日日生中継
１日目前半 7/25（木）午後9：00～11：30
１日目後半 7/25（木）深夜1：30～3：00
２日目前半 7/26（金）午後9：00～11：30
２日目後半 7/26（金）深夜1：30～3：00
３日目 7/27（土）午後11：30～深夜1：00
最終日 7/29（月）午前11：00～午後3：30 



２０１９年度第１０４回日本アマチュアゴルフ選手権競技

２０１９年度第６１回日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
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【アマチュア競技】

＜放送日時＞
7/14（日）午前10：30～午後0：00

4日間（予選:2日間､決勝:2日間)のストロークプレーで行われる
本競技｡ 番組では最終日の優勝争いを中心とした模様をダイジェ
ストでお送りする｡ これから有望な中学生､高校生を中心にアマチュ
アランキング上位者たちのプレーに注目｡ 今年は連覇を狙う昨年の
優勝者･吉田優利やオーガスタ女子アマ･3位となった安田佑香
(2017年優勝)等の活躍が期待される｡

＜放送日時＞
7/27（土）午後5：00～6：30 

2018年大会はコースコンディション不良のため大会不成立となって
しまった本競技｡ 番組では､高校生と大学生が中心となる優勝争
いに社会人が何処まで食い込むことができるかなどに注目した90
分ダイジェストでお送りする｡ 今年は､ナショナルチームメンバーであ
る金谷拓実(東北福祉大3年)や大学生となった中島啓太(日本
体育大1年)等の活躍が期待される｡



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！～スプーンのお悩みを解決するぞ
7/5（金）午後11：00～ 11：55

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、前回に引き続きプロゴルファーのタケ小山と共にコ
ースでサルベージ！各メーカーから7本のおすすめスプーンが届いて徹底的に
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」
。7月は服部真夕と諸見里しのぶの対決。
1988年生まれの服部は07年、プロテストをトップ合格。同年、日本人選手
初の同年のプロテストトップ合格からのシード獲得の快挙を達成。08年に樋
口久子IDC大塚家具レディスでツアー初優勝。ここから12年までに4勝を挙
げるトッププロへ上り詰めた。しかし13年からスランプに陥り、アプローチイップス
に苦しむ。15年のCAT Ladiesで3年2カ月ぶりの復活優勝。その後、11年
連続で保持してきたシードを昨年喪失。「今年は1からのやり直し」という中、
今年の3月に開催されたUUUM主催の2日間競技で、ツアー競技外とはい
え優勝を果たした。4年遠ざかるツアー優勝への起爆剤となるか！？
1986年生まれの諸見里はジュニア時代から才能を発揮。高校在学中から
プロトーナメントに参戦。05年には世界女子マッチプレー選手権で、唯一のア
マチュアとして出場が認められ、同年7月プロテストに合格し、僅か出場3試
合で翌年のシード権を獲得。12月に行われた米女子ツアーQTでも最終予
選会を通過。06年は日本ツアーと掛け持ちし転戦するシーズンを送る。同年
のSANKYOレディースオープンでツアー初優勝。09年には生涯獲得賞金3
億円を突破。さらに史上最年少（23歳59日）でのメジャー3冠を達成した
。13年以降は、一転して不振に陥り、賞金シードを失う。その原因は、重度
のアレルギー症状と肋軟骨炎。16年には休養を発表。昨年はタイ合宿をこ
なすまで体調が回復し、地元・沖縄でホステスプロとして臨んだ開幕戦で3位
タイに食い込み、12年以来となるトップ3フィニッシュを果たした。国内女子ツ
アー随一の美しさと称されるスイングフォームを持つ諸見里、今季は、最大8
試合の推薦出場で復活をかける！

＜放送日時＞
服部真夕 vs 諸見里しのぶ～トップアマからトッププロへ。その後、苦しみを経験し復活を誓う二人対決～

7/3（水）午後9：00～11：00

©Getty Images



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】

＜放送日時＞
＃３１ 7/1（月）午後11：30～深夜0：00
＃３２ 7/15（月・祝）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。

内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4

＜放送日時＞
＃９ 7/10（水）午後11：00～11：15
＃１０ 7/24（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。



ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 7/3（水）午後11：30～11：45
＃２ 7/10（水）午後11：30～11：45 
＃３ 7/17（水）午後11：30～11：45 
＃４ 7/24（水）午後11：30～11：45 

＜放送日時＞
＃３５７ 7/9（火）午後10：00～10：30
＃３５８ 7/23（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。

シーズン3を迎えるプレメンレッスン！。今シーズンからはターゲットを「平均
スコア別ゴルファー」と明確にし、スコア70台の競技者レベルなら引き出し
を増やすテクニックを、伸び盛りのジュニアなら基本を重視したレッスンなど
、自分のレベルに合ったレッスンを紹介する。今月は都内最大級のレッス
ン＆フィッティングスタジオであるPGSTパフォーマンスゴルフスタジオのヘッド
プロを務める堀口（Norry）宜篤。米国・パームスプリングスで学んだゴ
ルフ理論を生かし、ゴルフをこれから始める方から研修生、ゴルフ指導者
やツアープロまで理論的、具体的に分かりやすくレッスンを行っている。

プレメンレッスン！Ｓｅａｓоｎ３
堀口（Norry）宜篤メソッド



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＞
＃６７ 7/7（日）午後7：30～7：45 ＃６８ 7/14（日）午後10：00～10：15
＃６９ 7/22（月）午後8：15～8：30 ＃７０ 7/28（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＞
＃１３ 7/3（水）午後11：00～11：15
＃１４ 7/17（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。



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＞
＃３８ 7/16（火）午後9：30～10：00 ＃３９ 7/30（火）午後9：30～10：00

＜放送日時＞
＃３ 7/16（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＞
＃１５ 7/2（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！！

©マッスル笑店



牧野裕のＥｎｊｏｙ Ｇｏｌｆ

ＥＡＳＹ ＧＯＬＦ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
7/2（火）午後11：00～11：30 7/9（火）午後11：00～11：30 
7/16（火）午後11：00～11：30 7/23（火）午後11：00～11：30
7/30（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃１９０ 7/2（火）午後10：30～11：00 ＃１９１ 7/9（火）午後10：30～11：00 
＃１９２ 7/16（火）午後10：30～11：00 ＃１９３ 7/23（火）午後10：30～11：00
＃１９４ 7/30（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのＬｅａｄｅｒ’ｓ ＧＯＬＦ

＜放送日時＞
＃４３ 7/9（火）深夜0：00～0：30 ＃４４ 7/16（火）深夜0：00～0：30
＃４５ 7/23（火）深夜0：00～0：30 ＃４６ 7/30（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/

