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今月の注目ラインアップ

【８月はシーズンのフィナーレPGAツアープレーオフを特集！】

①激動の18－19年シーズンはフィナーレへ…PGAツアープレーオフ突入！
「ザ・ノーザントラスト」
「BMWチャンピオンシップ」
「ツアーチャンピオンシップ」

（P.2～3）

②女子ツアーも佳境へ！国内女子ツアー４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】
「大東建託・いい部屋ネットレディス」
「北海道meijiカップ」
「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント」
「ニトリレディスゴルフトーナメント」

（P.5～7）

③女子ツアーは海外も熱い！日本勢メジャー制覇なるか！
「AIG全英女子オープンゴルフ選手権 」

（P.9）

④the MATCHは同級生、同期の美女対決！
「ゴルフ真剣勝負 the MATCH 藤田光里×江澤亜弥」

（P.12）

⑤トッププロへの登竜門！全米ナンバーワンアマの称号は誰の手に…
「全米女子アマチュアゴルフ選手権」
「全米アマチュアゴルフ選手権」

（P.11）
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【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 8/2（金）午前4：00～7：00
２日目 8/3（土）午前4：00～7：00
３日目 8/3（土）深夜3：00～翌午前7：00
最終日 8/5（月）午前5：00～7：30
（※最大延長 [３日目]午前7：30まで [最終日]午前10：00まで）

レギュラーシーズン最終戦。今季のプレーオフ出場権と来季のシード権を得る
FedExカップランキング125位以内を争い、瀬戸際の戦いが繰り広げられる。
昨年はランキング131位から進出を狙ったセルヒオ・ガルシアが8位から出た最
終ラウンドで伸ばしきれず、初めてプレーオフを逃した。一方ニック・テイラーは最
終日に63を叩き出し、129位から119位と順位を伸ばし滑り込みでシード権
を獲得するなど、最後まで何が起こるかわからない。また、今季から今大会終
了時点でのランキング上位10人に対し賞金を付与する「ウィンダム・リワードトッ
プ10レース」がこの大会で決着。1938年から続く大会で、最多優勝（8回）
、最年長優勝記録（53歳）を持つサム・スニードを称え、優勝者にはサム・ス
ニードカップが授与される。

【大会概要】
■開催日：8/1（木）～8/4（日）
■場所：セッジフィールドカントリークラブ（ノースカロライナ州）
■賞金総額：620万ドル（優勝賞金：108万ドル）
■18年優勝：ブラント・スネデカー（米国）

ザ・ノーザントラスト

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 8/8（木）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 8/9（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 8/10（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 8/11（日）深夜1：00～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）

プレーオフ第1戦の舞台はニュージャージー州、自由の女神の隣に位置するリバ
ティーナショナルゴルフクラブ。木や緑が多いパークランドリンクススタイルで、2億
5000万ドルをかけてごみ埋め立て地に作られたこのコースは歴史上最も高価
なゴルフコースと呼ばれている。2013年に同コースで開催された際には、最終
日13位からスタートしたアダム・スコットが6打差をひっくり返して優勝を手にした
。また、腰痛に苦しむタイガー・ウッズが膝から崩れ落ちた12番ホールは記憶に
残るものだった。2017年にはプレジデンツカップも開催され、松山英樹も出場
。最終日シングルスでジャスティン・トーマスを下すなど、経験は十分。昨年は新
星ブライソン・デシャンボーが2位に4打差をつけ逃げ切り優勝。FedExカップラ
ンキングも3位と躍進を果たした。

【大会概要】
■開催日：8/8（木）～8/11（日）
■場所：リバティーナショナルゴルフクラブ（ニュージャージー州）
■賞金総額：925万ドル（優勝賞金：162万ドル）
■18年優勝：ブライソン・デシャンボー（米国）

©Getty Images

ウィンダムチャンピオンシップ

©Getty Images
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【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 8/16（金）午前4：00～8：00
２日目 8/17（土）午前4：00～7：00
３日目 8/17（土）深夜1：00～翌午前7：00
最終日 8/18（日）深夜1：00～翌午前7：00
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）

プレーオフ第2戦。最終戦のツアーチャンピオンシップ出場へ70名から30名に絞
られる。今年の舞台はイリノイ州メディナカントリークラブ。注目は1999年、
2006年の全米プロを制したタイガー・ウッズ。1999年には“エル・ニーニョ”と呼
ばれた19歳のセルヒオ・ガルシアの追撃をかわし、2006年には2位に5打差を
つけて優勝。全米プロ史上初の同一コースで複数優勝を果たした。今年のマ
スターズを優勝し復活を印象付けたタイガーに期待がかかる。昨年はキーガン・
ブラッドリーがジャスティン・ローズとのプレーオフを制し6年ぶりの優勝を果たした。
また、松山英樹は15位タイとし、76位からスタートしたFedExカップランキング
を27位まで上昇させ、ツアープロの中でわずか3名しか達成していない5年連
続のツアーチャンピオンシップ進出を決めた。

【大会概要】
■開催日：8/15（木）～8/18（日）
■場所：メディナカントリークラブ（イリノイ州）
■賞金総額：925万ドル（優勝賞金：162万ドル）
■18年優勝：キーガン・ブラッドリー（米国）

ツアーチャンピオンシップ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 8/22（木）深夜2：00～翌午前7：00
２日目 8/23（金）深夜2：00～翌午前7：00
３日目 8/24（土）深夜2：00～翌午前8：00
最終日 8/25（日）深夜1：00～翌午前7：00 
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで [最終日]午前9：30まで）

シーズン最終戦はジョージア州イーストレイクゴルフクラブで開催 、“球聖”ボビー
・ジョーンズがホームコースとしていた名門コース。昨年は単独首位で最終日をス
タートしたタイガー・ウッズが通算11アンダーで逃げ切り、5年ぶりの復活優勝。
通算80勝を達成し、怪我からのカムバックを果たした。また、年間王者を決める
戦いもFedExランキング2位で最終戦に乗り込んだジャスティン・ローズが逆転で
戴冠した。一方、ランキング27位でスタートした松山英樹は最終日65をマーク
し4位タイ、76位でスタートしたランキングを13位まで上昇させてシーズンを終え
た。今季からBMWチャンピオンシップまでのランキングでストローク差をつけるハン
ディキャップ制を導入。ランキング1位は10アンダーからのスタートとなり、この大会
の優勝者が年間王者となる。賞金15億円を手にするのは果たして…。

【大会概要】
■開催日：8/22（木）～8/25（日）
■場所： イーストレイクゴルフクラブ（ジョージア州）
■賞金総額：なし
■18年優勝：タイガー・ウッズ（米国）

©Getty Images

ＢＭＷチャンピオンシップ

©Getty Images



みんなのPGAツアー
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【PGAツアー関連番組】

ＰＧＡツアーハイライト～今日の松山英樹～

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。 8
月号は米国大学最高峰の戦い、「アーノルド・パーマーカップ」を内藤さんが解説
する。「みんなのゴル語」、「みんなのギア情報局」などコーナーも盛りだくさん！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】
８月号 8/4（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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【国内ツアー】

今年で5回目となる本大会は2017年より4日間の開催。昨年は黄アルムがプ
レーオフの末、イ・ミニョンを破ってツアー2勝目を挙げた。小祝さくらも3位タイの
好成績を残しており今年は優勝に期待がかかる。また大東建託所属の渡邉
彩香、江澤亜弥、田村亜矢の3選手の活躍にも注目したい。1番はLPGAで
も唯一のパー3ホール。勝負の行方を占う最初のティーショットでは2016年に
は大江香織がホールインワンを達成。今年はホールインワンをLIVEで見ること
ができるか？

【大会概要】
■開催日：8/1（木）～8/4（日）
■コース：鳴沢ゴルフ倶楽部（山梨県）
■賞金総額：１億2000万円（優勝賞金：2160万円）
■18年優勝：黄アルム（韓国）

©Getty Images

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
１日日 8/1（木）午前7：00～午後1：00
２日日 8/2（金）午前11：00～午後3：30 
３日日 8/3（土）午前8：00～午後0：30
最終日 8/4（日）午前7：30～午後0：30

北海道ｍｅｉｊｉカップ

1978年に開催された「北海道女子オープン」をルーツに持ち、今年で42回目
を迎える本大会。昨年は最終日を3打差の単独首位から出た福田真未がコ
ースレコードとなる通算15アンダーで2位の申ジエに2打差をつけて逃げ切り、
通算2勝目を飾った。1番は393ヤードのパー4。砲台グリーンで、2打目の精
度が好スコアの鍵となる。1番からバーディを狙うか、堅実に3オンとするか。各
選手の選択に注目だ。

【大会概要】
■開催日：8/9(金）～8/11（日）
■コース：札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道)
■賞金総額：9000万円（優勝賞金：1620万円）
■18年優勝：福田真未

≪とことん1番ホール生中継≫
２日日 8/10（土）午前7：00～10：30
最終日 8/11（日）午前7：30～10：00 
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 ：8/9（金）午後11：00～深夜0：30 
２日目 ：8/10（土）午後11：00～深夜0：30
最終日 ：8/11（日）午後11：00～深夜0：15

大東建託・いい部屋ネットレディス
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【国内ツアー】

真夏の軽井沢の風物詩が「とことん1番ホール生中継」初登場！昨年は7月
の「大東建託・いい部屋ネットレディス」で9年ぶりの復活優勝を果たした黄アル
ムがシーズン2勝目を飾った。初日から首位をキープし続け、最終日には申ジ
エに2打差まで詰め寄られるも通算17アンダーで逃げ切った。本大会では、優
勝者とは別にプロ登録3年以内の選手の中で最上位となった選手に対して「ル
ーキー・オブ・ザ・NEC軽井沢72賞」が設定されている。

【大会概要】
■開催日：8/16（金）～8/18（日）
■コース：軽井沢72ゴルフ 北コース（長野県）
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■18年優勝：黄アルム（韓国）

©Getty Images

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
２日日 8/17（土）午前7：00～10：30
最終日 8/18（日）午前7：00～10：30 
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 ：8/16（金）午後8：00～9：30 
２日目 ：8/17（土）午後11：00～深夜0：00
最終日 ：8/18（日）午後11：00～深夜0：30

ＣＡＴＬａｄｉｅｓ

今年で23回目を迎える国内女子ツアー第25戦。昨年は7月のプロテストに
合格したばかりの大里桃子が通算10アンダーでツアー初優勝を遂げた。舞台
は1998年より22回目の大箱根カントリークラブ。優勝の副賞には大会スポン
サーであるキャタピラー製の車両が贈られるのが恒例のほか、最終日の17番に
設定されているホールインワン賞の賞金は、なんと5万“ドル“！

【大会概要】
■開催日：8/23(金）～8/25（日）
■コース：大箱根カントリークラブ（神奈川県）
■賞金総額：6000万円（優勝賞金：1080万円）
■18年優勝：大里桃子

≪ダイジェスト放送≫
最終日 ：8/25（日）午後10：30～深夜0：00

ＮＥＣ軽井沢７２ゴルフトーナメント



長嶋茂雄ＩＮＶＩＴＡＴＩＯＮＡＬ
セガサミーカップゴルフトーナメント
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【国内ツアー】

©Getty Images

2010年の初開催から今年で10回目を迎える国内女子ツアー第26戦。昨
年は最終日に首位から出たアン・ソンジュがトータル7アンダーで優勝。出場
120人のうち4日間全てアンダーパーで終えたのは彼女一人だけだった。開催
コースの小樽カントリー倶楽部は国内屈指の難コース。1番ホールは406ヤー
ドのパー4、昨年は全18ホール中7番目の難易度。スターティングホールをパー
発進できるか注目したい。

【大会概要】
■開催日：8/29(木）～9/1（日）
■コース： 小樽カントリー倶楽部（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）

≪とことん1番ホール生中継≫
３日日 8/31（土）午前8：30～午後1：00
最終日 9/1（日）午前7：00～10：00 
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）

≪ダイジェスト放送≫
３日目 ：8/24（土）午後8：30～9：30
最終日 ：8/25（日）午後8：00～9：30

15回目を迎える今年は例年の7月から8月に開催月が変更。舞台となるのは青木功が設計・監修を手掛けた「ザ･ノースカントリ
ーゴルフクラブ」。見通しの良いコースには8つの池が配置され、特に最終3ホールはスリリングな展開が予想される。悪天候により1
日目が中止となった昨年大会は、最終日を4打差の8位タイでスタートしたブラッド・ケネディが9バーディ1ボギーの「64」で劇的な
逆転勝利を飾った。

【大会概要】
■開催日：8/22（木）～8/25（日）
■コース：ザ・ノースカントリーゴルフクラブ（北海道）
■賞金総額：１億5000万円（優勝賞金：3000万円）
■18年優勝：ブラッド・ケネディ（オーストラリア）

ニトリレディスゴルフトーナメント



【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＞
＃１０６ 8/5（月）午後11：00～11：30 ＃１０７ 8/12（月・祝）午後11：00～11：30
＃１０８ 8/19（月）午後11：00～11：30 ＃１０９ 8/26（月）午後11：00～11：30

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！



AIG全英女子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
１日目 8/1（木）午後7：00～深夜2：00
２日目 8/2（金）午後7：00～深夜2：00
３日目 8/3（土）午後8：00～深夜3：00
最終日 8/4（日）午後8：00～深夜3：00 
（※最大延長 [最終日]翌午前5：00まで）

海外女子メジャートーナメント最終戦はイングランド、ロンドンから北西80kmに
位置するウォーバーンゴルフクラブで行われる。1976年スコットランドの設計家チ
ャールズ・ロウリー設計で開場。2018年ライダーカップでも活躍した人気者イア
ン・ポールターがクラブのツアープロとして在籍している。全英女子オープンも
1984年、2016年に開催したコースだ。昨年は世界ランク51位だった比嘉真
美子が3日目まで2位につけ、1977年の樋口久子以来アジア人2人目のメジ
ャー優勝を狙ったが、惜しくも4位Tで終わった。優勝は地元イングランドの22歳
ジョージア・ホール。LPGAツアー参戦1年目でメジャータイトルを獲得した。また
同コースで開催された2016年大会では、当時20歳のタイの新星アリヤ・ジュタ
ヌガーンがメジャー初優勝。世界ランクを3か月で32位から2位まで上げ、トップ
プロの仲間入りを果たした。今年はKIAクラシックで優勝し波に乗る畑岡奈紗を
筆頭に、米国で活躍する上原彩子、横峯さくら、さらにオーガスタ女子アマで3
位、アジアパシフィック女子アマで優勝した安田祐香らがメジャー制覇に挑む。

【大会概要】
■開催日：8/1（木）～8/4（日）
■場所：ウォーバーンゴルフクラブ（イングランド）
■賞金総額：325万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■18年優勝：ジョージア・ホール（イングランド）

©Getty Images
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ボーイングクラシック

世界最大の航空宇宙機器メーカーボーイング社がメインスポンサーを
務める大会。舞台はボーイング本社のあるワシントン州、ザ・クラブオブ
スノコルミーリッジで開催される。ジャック・ニクラス設計のこのコースは
2005年から同大会を開催している。昨年はスコット・パレルが最終日
63をマークし、ツアー初優勝。

【大会概要】
■開催日：7/25(木）～7/28（日）
■場所：ザ・クラブオブスノコルミーリッジ（ワシントン州）
■賞金総額：210万ドル（優勝賞金：31.5万ドル）
■18年優勝：スコット・パレル（米国）

ディックススポーティンググッズオープン

メジャートーナメントも終わり、シーズンも終盤戦となる。舞台はニューヨ
ーク州エンジョイゴルフクラブ。2007年から同大会を開催している。昨
年はPGAツアー3勝のバート・ブライアントが優勝。2013年の同大会
での優勝以来、5年ぶりのチャンピオンズツアー2勝目を飾った。2017
年に妻キャシーを癌で亡くし、苦しい日々を送る中での復活優勝とな
った。

＜放送日時＞
１日目 8/21（水）午後3：00～4：30
２日目 8/22（木）午後3：00～4：30
最終日 8/23（金）午後3：00～5：00 

【大会概要】
■開催日：8/16（金)～8/18（日）
■場所：エンジョイゴルフクラブ（ニューヨーク州)
■賞金総額：205万ドル（優勝賞金：30.75万ドル）
■18年優勝：バート・ブライアント（米国）

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

©Getty Images

＜放送日時＞
１日目 8/28（水）午後7：00～8：30
２日目 8/28（水）午後11：30～深夜1：00
最終日 8/29（木）午後11：30～深夜1：00



全米アマチュアゴルフ選手権

全米女子アマチュアゴルフ選手権
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【アマチュア競技】

＜放送日時＞ ※1日目生中継・全ラウンド中継
１回戦 8/8（木）午前5：00～8：00
２回戦・3回戦 8/9（金）午後4：00～7：00
準々決勝 8/10（土）午後4：00～7：00
準決勝 8/11（日）午後4：00～7：00
決勝 8/12（月）午前11：00～午後2：00 

今年で119回目を迎える全米女子アマチュアゴルフ選手権。舞台
はミシシッピ州オールドウェバリーゴルフクラブ。2日間のストロークプレ
ーを行った後、64名によるマッチプレートーナメントで争われる。昨年
は2014年に16歳で優勝したクリスティン・ギルマンが2度目の優勝
を飾った。過去にはモーガン・プレッセル（2005年）やリディア・コ（
2012年）などLPGAツアーで活躍するプロが優勝している。トッププ
ロへの登竜門となる戦いだ。

【大会概要】
■開催日：8/7（水)～8/11(日)
■場所：オールドウェバリーゴルフクラブ（ミシシッピ州）
■18年優勝：クリスティン・ギルマン（米国）

＜放送日時＞ ※1日目生中継・全ラウンド中継
１回戦 8/15（木）午前5：00～8：00
２回戦・3回戦 8/16（金）午後1：00～4：00
準々決勝 8/17（土）午後1：00～4：00
準決勝 8/18（日）午後4：00～7：00
決勝 8/19（月）午前11：00～午後2：00 

過去にはボビー・ジョーンズやジャック・ニクラス、タイガー・ウッズらが栄
冠を手にしている119回目のアマチュア最高峰トーナメント。2013
年優勝のマシュー・フィッツパトリックや2015年優勝のブライソン・デ
シャンボーなど、優勝後すぐにトッププロへの道を駆け上る選手が多
い。昨年優勝したノルウェー出身のビクトル・ホブランドはその後、マス
ターズと全米オープンでローアマを獲得。6月のトラベラーズチャンピオ
ンシップからプロの道へと羽ばたいていった。次世代を担う選手となっ
ている。舞台は全米最大のゴルフコース、ノースカロライナ州パインハ
ーストリゾート。2024年の全米オープン開催が予定されている。

【大会概要】
■開催日：8/14（水)～8/18(日)
■場所：パインハーストリゾート（ノースカロライナ州）
■18年優勝：ビクトル・ホブランド（ノルウェー）©Getty Images

©Getty Images



ギア猿

ゴルフ真剣勝負ｔｈｅＭＡＴＣＨ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～夏ゴルフをサルベージ！～真夏の暑ーい季節に便利なグッズを紹介するぞ
8/2（金）午後6：00～ 7：00

今月は放送時間が少し早め！お間違いなく！
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、商品開発部始動！華丸希望のキャディバックを3
人でアイデアを出して制作する。

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」
。8月は藤田光里と江澤亜弥の対決。
1994年生まれの藤田光里は3歳から父の指導でゴルフを始め、2009年か
ら北海道女子アマチュアゴルフ選手権を5連覇し、2013年プロテスト合格。
新人戦の加賀電子カップで優勝した。翌2014年からツアー参戦。2015年
フジサンケイレディスクラシックでは、大混戦の中最終18番でグリーンエッジから
パターでねじ込み、劇的なバーディでツアー初優勝を果たした。今年は左ひじ
の故障から復帰を期し、レギュラーツアーに推薦で出場。フジサンケイレディス
クラシックで5位T、6月に行われたステップアップツアー、ユピテル・静岡新聞
SBSレディースでは最終日に66をマークし逆転優勝を果たした。
同じく1994年生まれの江澤亜弥は3歳の時、父の練習について行きゴルフ
に興味を持ち、8歳で本格的に練習を始めプロを目指すことを決意。高校は
名門・埼玉栄高校に進学。2011年にJGA女子ナショナルチーム育成選手
に選ばれ、2011、2012年と全国高等学校ゴルフ選手権団体連覇を果た
す。先輩には渡邉彩香や辻梨恵が在籍。2013年プロテストを鈴木愛、成
田美寿々らと共に合格し、2014年はツアー4試合に出場、QTを21位通過
し2015年のレギュラーツアーの出場権を獲得した。今年は2015年以来の
シード権獲得を目指し奮闘している。

＜放送日時＞
藤田光里×江澤亜弥～同級生、同期の美女対決～
8/7（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＞
＃３３ 8/5（月）午後11：30～深夜0：00
＃３４ 8/19（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。

内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ４

＜放送日時＞
＃１１ 8/14（水）午後11：00～11：15
＃１２ 8/28（水）午後11：00～11：15 

3月からお送りしたシャフトのトリセツ4も遂に最終回！
「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２～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＞
＃７１ 8/4（日）午後7：30～7：45 ＃７２ 8/11（日）午後10：00～10：15
＃７３ 8/18（日）午後10：00～10：15 ＃７４ 8/25（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＞
＃１５ 8/6（火）午後11：30～11：45
＃１６ 8/20（火）午後11：30～11：45 

8月から新メンバーを迎えてお届け！元プロ野球選手里崎智也と
全日本美少女コンテストファイナリストでゴルフも大好きな川口ゆり
なを迎え、ラウンドをしながら実践的なレッスンを行っていく。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。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の為になるレッスンをお届けする。



ＴＥＡＭ ＳＥＲＩＺＡＷＡ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃３５９ 8/13（火）午後10：00～10：30
＃３６０ 8/27（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。

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！？

ゴルフのたすき２０１９

＜放送日時＞
＃２ 8/11（日）午後1：00～1：15
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
8/8（木）午後7：00～7：30

三菱ケミカルから発売される最新シャフト「Diamana ZF」を紹介する
。ディアマナ史上初の40ｇ台を追加し、さらに充実したラインナップで幅
広いゴルファーに対応する新モデルをアナウンサーの皆藤慎太郎とプロゴ
ルファー永井延宏が検証、体験する。

体験レポート！Ｐｉｃｋ Ｕｐ～ＧＯＬＦＴＥＣ ｂｙ ＧＤＯ～

「Pick Up」第２弾となる今回は、日本最大級のゴルフ総合サイト「ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」が運営するゴルフレ
ッスンスクール「GOLFTEC」をピックアップ！アメリカで生まれた独自のメソッドと、最新のシステムをベースにした科学的アプローチで
受講者の96％以上が上達を実感するという。その“すごさ”を体験レポーターの渡辺裕太が体感。今年100を切ったばかりという
彼が上達していく様を通し、「GOLFTEC」のレッスンを紹介する。

＜放送日時＞
8/3（土）午後1：00～1：15

ⅾｅｂｕｔ！ディアマナの最新モデル「ZF」が誕生！



未来のこどもたちへ ～第６回栄和リサイクル株式会社
スナッグゴルフ支援プロアマチャリティーコンペ～

革新者の視界
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 革新者の視界 ～第１章・藤田寛之の転機～

8/18（日）午前11：00～11：30

43歳で賞金王を獲得し、いまなおレギュラーツアーの第一線で戦う〝中年の星〟藤田寛之プロ。50歳となる今年はシニアツア
ーの出場も可能となり、転換期を迎えようとしている。そんな藤田プロの挑戦のゴルフ人生を、「藤田寛之が視てきた景色」「他者
から視た藤田寛之」「藤田寛之が視据える未来」の3つの「視界」を通して浮かび上がらせ、進化し続ける人物像に〝フォーカス
〟して視聴者に活力を与える番組を目指します。

ゴルフの基礎的な要素を全て持ち合わせていながらも、ルールはわかりやすく、そして広さの限られた場所でも充分に楽しめるスポ
ーツであるスナッグゴルフ。「Starting New at Golf（ゴルフを始めるために）」の頭文字を取った「SNAG」には「くっつく」という
意味があり、ボールとターゲットが「くっつく」用にデザインされていることからスナッグゴルフと命名されている。日本ゴルフツアー機構（
JGTO）では、将来的なゴルフの普及を目的に、まずは子供たちにゴルフを楽しむきっかけを作るべく、ジュニアのスナッグゴルフ大
会の開催などに努めている。番組ではそんなスナッグゴルフ支援を目的として、6月3日（月）に千葉カントリークラブ野田コース
（千葉県）で開催されたチャリティコンペの模様をお届けする。

＜放送日時＞
8/11（日）午後10：30～11：00



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＞
＃４０ 8/13（火）午後9：30～10：00 ＃４１ 8/27（火）午後9：30～10：00

＜放送日時＞
＃４ 8/20（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＞
＃１６ 8/6（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＞
8/6（火）午後11：00～11：30 8/13（火）午後11：00～11：30 
8/20（火）午後11：00～11：30 8/27（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃１９５ 8/6（火）午後10：30～11：00 ＃１９６ 8/13（火）午後10：30～11：00 
＃１９７ 8/20（火）午後10：30～11：00 ＃１９８ 8/27（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのＬｅａｄｅｒ’ｓＧＯＬＦ

＜放送日時＞
＃４７ 8/6（火）深夜0：00～0：30 ＃４８ 8/13（火）深夜0：00～0：30
＃４９ 8/20（火）深夜0：00～0：30 ＃５０ 8/27（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/

