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今月の注目ラインアップ

【９月は秋の国内女子ツアーを大特集！】

①国内ゴルフ応援宣言！中盤戦を迎える女子ツアー３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】
「ニトリレディスゴルフトーナメント」
「ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント」
「デサントレディース東海クラシック」

（P.2～3）

②国内男子ツアー新規大会を【独占生中継】
「2019 Shinhan Donghae Open（シンハン ドンへ オープン）」

（P. 4）

③プロゴルファー出演のオリジナル番組も充実！
「ゴルフ真剣勝負 the MATCH 林菜乃子×丹萌乃 」
「アイデンティティ –identity- 『黄金世代と呼ばれて』 」
「革新者の視界～第２章・藤田寛之が視た風景～」

（P.5～6）

④PGAツアーは19－20年シーズンに突入！
「ア・ミリタリートリビュート at ザ・グリーンブライアー」
「サンダーソンファームズチャンピオンシップ」
「セーフウェイオープン」

（P.7～8）

⑤日本人選手も参戦予定！世界最高峰のコースで開催する欧州ツアーロレックスシリーズ
「BMW PGAチャンピオンシップ」

（P.9）
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【国内ツアー】

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。冠ス
ポンサーのニトリには永峰咲希、岡山絵里、小祝さくら、松田鈴英、菅沼菜
々といったプロが多数所属。彼女達の活躍にも期待がかかる。1番は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）
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≪とことん1番ホール生中継≫
２日日 8/31（土）午前8：30～午後1：00
最終日 9/1（日）午前7：00～午前10：00
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）

ゴルフ５レディスプロゴルフトーナメント

ゴルフ用品専門店やゴルフ場を運営する「ゴルフ5」の名を冠して開催される
本大会も今回で24回目。昨年は、通算14アンダーで並んだ小祝さくらと
申ジエのプレーオフとなり、2ホール目でボギーの小祝を振り切り、申がLPGA
ツアー17勝目をあげた。今年の舞台となるGOLF5カントリーサニーフィール
ドは、帝王ジャック・ニクラスの設計。1番ホールはフェアウェイ左に３つのバン
カーがあり、その手前は窪地となっている。安全な右へ打てるかが好スタート
の分かれ目になるだろう。

【大会概要】
■開催日：9/6(金）～9/8（日）
■コース：GOLF5カントリーサニーフィールド (茨城県)
■賞金総額：6000万円（優勝賞金：1080万円）
■18年優勝：申ジエ（韓国）

ニトリレディスゴルフトーナメント

≪とことん1番ホール生中継≫
２日日 9/7（土）午前7：00～11：00
最終日 9/8（日）午前7：00～10：00 
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）
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【国内ツアー】

1970年の初開催から50回目を迎える東海クラシック。今年は女子大会が「
デサントレディース」と大会名を改めての開催となる。昨年は最終日に10位T
から出た香妻琴乃が8バーディ、ノーボギーで通算-15とし、大逆転のプロ初勝
利を飾った。1番376ヤードパー4は、ティーグラウンドからグリーンまで右傾斜の
OBに注意が必要。またグリーンが非常に大きいため、2ndは距離感とライン出
しの精度が必要だ。

【大会概要】
■開催日：9/20（金）～9/22（日）
■コース：新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県)
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■18年優勝：香妻 琴乃
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©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
２日日 9/21（土）午前7：00～10：30
最終日 9/22（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≫
１日日 9/20（金）午後11：30～深夜1：30
２日日 9/21（土）午後8：00～9：30
最終日 9/23（月）午後11：30～深夜0：45

「デサントレディース東海クラシック」2日目終了後、LPGAツアー唯一の公認ドライビング女王コンテストが今年も開催される。昨年
は272ヤードを飛ばした穴井詩が優勝。今年度LPGAツアーのドライビングディスタンスでも首位に立つ(7月21日現在)穴井に女
王に連覇の期待がかかる。またツアー屈指の飛ばし屋が集まるこの大会に、ゴルフネットワークの情報番組「ゴルフスイッチ！」MCの
稲村亜美が参戦、プロを相手に「神スイング」でどこまで競えるか注目だ。

【大会概要】
■開催日：9/21（土）
■コース：新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県)
■賞金総額：100万円（優勝賞金：50万円）
■18年優勝：穴井詩

≪放送日時≫
9/22（日）午前10：45～11：15

デサントレディース東海クラシック

朝日インテック presents ドライビング女王コンテスト



【独占生中継】2019 Shinhan Donghae Open
（シンハン ドンヘ オープン）

パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ
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【国内ツアー】

＜放送日時＞ ※決勝ラウンド生中継・再放送あり
３日日 9/21（土）午後0：00～4：00
最終日 9/22（日）午後0：00～4：00
（※最大延長 [最終日]午後7：00まで）

JGTO、韓国ツアー、アジアンツアーとの共催で今年からツアーに組み込まれた大会。今年で35年目を迎える韓国ツアーのメジャー
トーナメントで、賞金総額は1億1424万円（12億ウォン）。JGTOからは41選手が出場予定となっている。2011年には当時
世界ランク18位だった若きポール・ケーシーが優勝し、2012年にはケビン・ナがプレーオフの末2位に入るなど、ビッグネームも参戦し
ていた。舞台は仁川（インチョン）市内にあるBear‘s Best Cheongna （ベアズベストチェオンナ）ゴルフクラブ。ジャック・ニクラ
スが設計したコースは、世界290のゴルフコースからベストホールだけを選んで再構成した27ホールだ。

【大会概要】
■開催日：9/19（木）～9/22（日）
■コース：Bear‘s Best Cheongnaゴルフクラブ（韓国）
■賞金総額：1億1424万円（優勝賞金：-万円）
■18年優勝：朴相賢（韓国）

©Getty Images

≪ダイジェスト放送≫
３日日 9/28（土）午後11：00～深夜0：30
最終日 9/29（日）午後10：30～深夜0：00

2008年にスタートした「パナソニックオープン」は、「ダイヤモンドカップゴルフ」と統
合されていた時期を除き10回目の開催。昨年は最終日の13番でファン・ジュ
ンゴン（韓国）、キム・ヒョンソン（韓国）、ラヒル・ガンジー（インド）が12ア
ンダーで並ぶ混戦に。最終ホールでバーディを決めたガンジーが日本ツアー初
優勝を遂げた。本大会は日本を含むアジア5か国で行われるポイントレース「
Panasonic SWING」の最終戦でもあるため、アジアの有力選手が多く参加
することも魅力だ。

【大会概要】
■開催日：9/26（木）～9/29（日）
■コース：東広野ゴルフ倶楽部（兵庫）
■賞金総額：1億5000万円（優勝賞金：3000万円）
■18年優勝：ラヒル・ガンジー（インド）



ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃１１０ 9/2（月）午後11：00～11：30
＃１１１ 9/9（月）午後11：00～11：30
＃１１２ 9/16（月・祝）午後11：00～11：30
＃１１３ 9/23（月・祝）午後11：00～11：30
＃１１４ 9/30（月）午後11：00～11：30

ゴルフ真剣勝負 the MATCH
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【国内ツアー関連番組】

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」
。9月は林菜乃子と丹萌乃の対決。
1997年生まれの林菜乃子は6歳からゴルフを始めた。2017年から芹澤信
雄に師事し、2018年プロテストに合格。10月のステップアップツアー、京都レ
ディースオープンで初優勝した。
1996年生まれの丹萌乃は7歳からゴルフを始め、2018年ステップアップツア
ー、山陰合同銀行 Duoカードレディースで初優勝。今季はここまでLPGAツ
アーに20試合出場している。

＜放送日時＞
林菜乃子×丹萌乃 ～昨年、共にステップアップツアーで優勝した期待の若手美女対決～
9/4（水）午後9：00～11：00

©Getty Images

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！



アイデンティティ －identity－ 「黄金世代と呼ばれて」
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【国内ツアー関連番組】

＜放送日時＞
9/1（日）午前10：30～11：00

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-」。今回は女子ツアーを牽引する“黄金世代”
に注目。 昨年女子ツアーを席巻した黄金世代。今年もその勢いは止まらな
い。今年初勝利を果たした河本結、渋野日向子(2勝)、原英莉花、小祝
さくらや、2勝を挙げている勝みなみなど、 7月21日までのLPGAツアー計20
戦のうち7勝を占めている。毎週のようにリーダー ボードの上位に名を連ねる
黄金世代の面々。彼女たちの強さとは？個性溢れる黄金世代のアイデンテ
ィティに迫る。さらに黄金世代躍進に繋がるLPGAツアーの取り組みから見え
てきた選手育成とツアー改革の系譜を樋口久子が語る。黄金世代を脅かす
プラチナ世代が加わる、日本女子ゴルフ界の未来とは…©Getty Images

革新者の視界

＜放送日時＞
＃２ 革新者の視界 ～第２章・藤田寛之が視た風景～

9/15（日）午後4：30～5：00

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〟する。
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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 9/12（木）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 9/13（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 9/15（日）午前4：00～7：00
最終日 9/16（月）午前4：00～7：00
（※最大延長 [３日目]午前8：00まで [最終日]午前9：00まで）

新シーズンはウェストバージニア州で開幕する。大幅なスケジュール変更から
18-19年シーズンでは行われず、2年ぶりの開催となる。南北戦争時に南部
の本部が置かれ、今でも核戦争用の地下シェルターが現存するグリーンブライア
ーホテルが舞台となっており、米軍との深い関係を称えて2018年から「ア・ミリタ
リートリビュート（軍隊に敬意を表し、記念する大会）」と名称を変更した。バ
バ・ワトソンやフィル・ミケルソンは特に愛国心が強いことで有名で、近郊に別荘
を所有し、第2の故郷と呼んでいる。コースのザ・オールドホワイトTPCは1914
年、米国ゴルフ場設計の父と呼ばれるC.B.マクドナルドによってデザインされ，
2016年キース・フォスターによって改修された。山のふもとに位置しているが、非
常にフラットなコース。開幕戦から熱いバーディ合戦が期待できる。

【大会概要】
■開催日：9/12（木）～9/15（日）
■場所：ザ・オールドホワイトTPC（ウェストバージニア州）
■賞金総額：620万ドル（優勝賞金：108万ドル）
■18年優勝：ケビン・ナ（米国）

サンダーソンファームズ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 9/19（木）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 9/20（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 9/22（日）午前4：00～7：00
最終日 9/23（月）午前4：00～7：00 
（※最大延長 [最終日]午前9：30まで）

第2戦はツアー唯一のミシシッピ州での開催。昨年のキャメロン・チャンプをはじ
め、過去8年で6人の初優勝者が生まれている。舞台となるカントリークラブ・オ
ブ・ジャクソンは1914年開場のプライベートコース。2014年から同大会の開催
コースとなっている。狭く、トリッキーなグリーンだが、ビッグスコアが多く出るコース
でもある。大会は1968年マグノリアステートクラシックとしてスタートし、今年で
51年目を迎える。昨年まで毎年WGCシリーズやメジャートーナメントの裏大会
として行われていたが、今シーズンから晴れてレギュラートーナメントへ昇格。ツア
ーで活躍するトッププロの参戦が多く見込まれ、例年以上の激しい戦いになる
こと必至だ。サンダーソンファームズは食品加工業者。鶏肉商品を同社のブラン
ド名で販売しており、大会ロゴや優勝トロフィーに雄鶏が使われている。

【大会概要】
■開催日：9/19（木）～9/22（日）
■場所：カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）
■賞金総額：925万ドル（優勝賞金：162万ドル）
■18年優勝：キャメロン・チャンプ（米国）

©Getty Images

ア・ミリタリートリビュート at ザ・グリーンブライアー

©Getty Images



みんなのPGAツアー
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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 9/27（金）午前6：00～10：00
２日目 9/28（土）午前7：00～10：00
３日目 9/29（日）午前7：00～10：00
最終日 9/30（月）午前7：00～10：00 
（※最大延長 [３日目]午前11：00まで [最終日]午前11：30まで）

第3戦はカリフォルニアへ移動して行われる。舞台は2014年から開催コースと
なっている、カリフォルニアワインの産地として名高いナパ、シルバラートリゾート＆
スパ。細長い盆地になっているナパは極度の乾燥と強風が有名で、一昨年の
大会中には800平方キロ以上を焼く山火事が発生するほど。カリフォルニア特
有の「サンタアナ風」と「悪魔の風」と呼ばれる強く乾燥した風を攻略することが
カギとなる。コースの象徴ともなっているマンションは南北戦争を戦ったジョン・ミラ
ー将軍の邸宅として1870年代に建てられ、現在はカリフォルニア州のランドマ
ークにもなっている。

【大会概要】
■開催日：9/26（木）～9/29（日）
■場所：シルバラートリゾート＆スパ（カリフォルニア州）
■賞金総額：925万ドル（優勝賞金：162万ドル）
■18年優勝：ケビン・トウェイ（米国）

セーフウェイオープン

©Getty Images

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。 9
月号は「私とPGAツアー」にあの百獣の王が参戦！「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】
9月号 9/1（日）午後5：00～5：30

【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。



BMW PGAチャンピオンシップ
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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 9/19（木）午後6：00～深夜2：00
２日目 9/20（金）午後6：00～11：30
３日目 9/21（土）午後10：00 ～深夜1：30
最終日 9/22（日）午後9：30 ～深夜1：30
（※最大延長 [最終日]深夜3：30まで）

ロレックスシリーズ第4戦は1955年から続く、ヨーロピアンツアー屈指の名門大会

。大会の前身は「全英プロゴルフ選手権」でありヨーロッパ最強のプロゴルファー

を決めるトーナメントという立ち位置だった。昨年までは5月に開催されていたが

、メジャートーナメントスケジュール変更に伴い9月開催となった。舞台は世界最

高峰のゴルフコースに数えられる、イングランドのウェントワースクラブ。1922年開

場の歴史あるコースだが、2017年にトーマス・ビヨーンらを中心に大改修が行わ

れ、最新の設備を整えている。全てのグリーンにサブエアーシステムが導入され、

常にグリーンは硬く、速い。ここにウェントワース特有の気性の荒い風が吹き乱れ

、選手たちを苦しめる。日本からは谷原秀人、宮里優作、川村昌弘らが参戦

予定。

【大会概要】
■開催日：9/19（木）～9/22（日）
■場所：ウェントワースクラブ（イングランド）
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：-）
■18年優勝：フランチェスコ・モリナリ（イタリア）

©Getty Images
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ザ・アリーチャレンジ

金融サービス会社アリーファイナンシャルグループとマクラーレンヘルスケ
ア主催の今年で２回目を迎える大会。本社を置くミシガン州のコース
、ワーウィックヒルズゴルフ＆カントリークラブで行われる。昨年優勝は
PGAツアー5勝、ヨーロピアンツアー6勝をあげたポール・ブロードハース
ト。2016年全英シニア、昨年の全米プロシニアを制したレジェンドが
15アンダーで逃げ切った。

【大会概要】
■開催日：9/13(金）～9/15（日）
■場所：ワーウィックヒルズゴルフ＆カントリークラブ（ミシガン州）
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30万ドル）
■18年優勝：ポール・ブロードハースト（米国）

ショーチャリティクラシック

シーズンも残り8戦となる終盤戦。舞台はツアー唯一のカナダ開催、キ
ャニオンメドーズゴルフ＆カントリークラブ。1957年開場で海抜
1095mの高所に位置している。注目は大会連覇中のスコット・マッキ
ャロン。チャンピオンズ11勝を誇るチャンピオンは6月のマスターカードジ
ャパンでも優勝。カナダ人の母を持ち、大会のホストも務めている。

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

【大会概要】
■開催日：8/30（金)～9/1（日）
■場所：キャニオンメドーズゴルフ＆カントリークラブ（カナダ)
■賞金総額：235万ドル（優勝賞金：35.25万ドル）
■18年優勝：スコット・マッキャロン（米国）

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

©Getty Images

＜放送日時＞
１日目 9/17（火）午後7：00～8：30
２日目 9/18（水）午後7：00～8：30
最終日 9/18（水）午後8：30～10：00 
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サンフォードインターナショナル

ツアーも残り6戦となり、チャールズ・シュワブカップのランキングにも大き
な影響を及ぼす戦い。今年のティーオフイベントにメジャー18勝のゴー
ルデンベアー、ジャック・ニクラスと全米プロ2勝のでデーブ・ストックトンが
登場する。共に息子のゲーリー、デーブJr.が大会に出場予定で、レジ
ェンドの登場は大会を大いに盛り上げるはずだ。舞台はサウスダコタ州
のミネハハカントリークラブ。

＜放送日時＞
１日目 9/24（火）午後7：30～9：00
２日目 9/25（水）午後7：30～9：00
最終日 9/25（水）午後9：00～10：30 

【大会概要】
■開催日：9/20（金)～9/22（日）
■場所：ミネハハカントリークラブ（サウスダコタ州)
■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・ストリッカー（米国）

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images



＜放送日時＞
～トラブルショットをサルベージ！～よくあるトラブルでのお助けギアを紹介するぞ
9/6（金）午後11：00～ 11：55

ゴルフ真剣勝負ｔｈｅＭＡＴＣＨ
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【オリジナル番組】

ギア猿

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。今回はトラブルショットを特集する。よくあるトラブルでのお助
けギアを紹介。他にも盛りだくさんの内容でお届け！

稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」

＜放送日時＞
＃３５ 9/2（月）午後11：30～深夜0：00
＃３６ 9/16（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。



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＞
＃７５ 9/1（日）午後10：00～10：15 ＃７６ 9/7（日）午後10：00～10：15
＃７７ 9/15（日）午後10：00～10：15 ＃７８ 9/22（日）午後９：00～9：15
＃７９ 9/29（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＞
＃１７ 9/3（火）午後11：30～11：45
＃１８ 9/17（火）午後11：30～11：45 

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＞
＃３６１ 9/10（火）午後10：00～10：30
＃３６２ 9/24（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。今月は
TBS系列の番組「SASUKE」で活躍するSASUKEオールスターズ
の一員、山本進悟とSASUKE新世代の1人、日置将士が登場！

ゴルフを始めたときに最初の目標とするのが「スコア100を切る」こと。
100を切る喜びや達成感、そして競技ゴルフの面白さを感じてもら
いたいという思いから始めたこの「100切り選手権」も今年で12回目
を迎える。MCはもちろん応援団長ゴルゴ松本と指南役の佐久間馨
の2人。会場は新たに富里ゴルフ倶楽部を加えた全国4会場。この
模様を1時間のダイジェストにまとめ放送。目標達成に挑むアマチュ
アゴルファー達の熱闘をお見逃しなく！

ゴルフネットワーク100切り選手権2019 PIM CUP

＜放送日時＞
9/15（日）午後5：00～6：00



ゴルフビジネスで戦う者たち「グラスホッパーズ」
～グランドゴールドシニア。集客力の秘密～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 9/4（水）午後11：30～11：45
＃２ 9/11（水）午後11：30～11：45 
＃３ 9/18（水）午後11：30～11：45 
＃４ 9/25（水）午後11：30～11：45 

＜放送日時＞
9/4（水）午後11：00～11：30

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
「グラスホッパーズ」。“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、ゴルフパートナー社が協賛するシニア大会「日本プロゴ
ルフグランド・ゴールドシニア選手権」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！？甚大な費用をかけゴル
フトーナメントに投資してゴルフパートナー社が得たものとは。

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。今回はツアープロでありなが
ら多くのアマチュアゴルファーへのレッスン、Youtubeでの動画レッスンも好
評を博している田島創志プロが「クラブの重心角を理解してショットしよう
！」をテーマにレッスンをお届けする。

プレメンレッスン！Season 3
田島創志メソッド



debut！ no limit.egg 限界突破 ゾッとするほどやさしい

debut！～生まれ変わったONOFF KURO～
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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！」。今回はグローブライド（株）から新たに発売される
2020年モデル「ONOFF KUROシリーズ」を紹介する。上質な、大人の
ゴルフを提案するオノフの最新モデル「New KUROシリーズ」の中でも最
もツアープロの期待に応えたという「ONOFF DRIVER KURO」と「
ONOFF FORGED IRON KURO」を金谷多一郎プロが検証。また、
既に試合で使用しているという飯島茜プロ。そして、Newアイアンでツアー
初優勝を挙げた浅地洋佑プロも登場！今回もオノフから発売される「
ONOFF New KUROシリーズ」を徹底分析する。
【番組で紹介するゴルフ用品】
ONOFF 「New KUROシリーズ」

＜放送日時＞
9/7（土）午後10：30～11：00

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、PRGRから今秋、新たに発売される「New egg 
」を紹介する。新星eggに「年齢」「性別」「既成概念」の壁はない！飛びと
やさしさを求めるゴルファーのために作られたNEWクラブを青山薫プロ、そして
森田理香子プロの両プロが緊急検証。舞台は8000ヤードを超えるモンス
ターコース ザ・ロイヤルゴルフクラブ（茨城県）。飛びとやさしさを実現したク
ラブを手にモンスターコースの攻略は！？PRGRから発売される「New egg
」ドライバーやアイアンを中心に全クラブを徹底分析。
【番組で紹介するゴルフ用品】
PRGR 「New egg」

＜放送日時＞
9/1（日）午前11：00～11：30
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
9/1（日）午後4：00～5：00

今年で25回目を迎える（公財）日本ゴルフ協会主催「日本ジュニア
ゴルフ選手権競技」。今年も2020年東京五輪の舞台である霞が関カ
ンツリー倶楽部東コースで行われる。今後の日本ゴルフ界を担うジュニ
アゴルファーたちの熱い戦いの模様をダイジェストにて放送。

EAGLE CUP 第45回札幌オープンゴルフチャリティトーナメント

レギュラーツアー、シニアツアー、アマチュア、そしてギャラリーが一体となっ
た大会「札幌オープン」。45回目を迎える今大会、単なる地方ローカ
ルのオープン競技ではなく、トッププロが北海道に集結し白熱の展開を
みせる！歴代優勝者には藤田寛之、片山晋呉などレギュラーツアーの
賞金王が名を連ね、ここ近年では、星野陸也がこの大会を優勝し、そ
の後レギュラーツアーで初優勝を挙げるなど、登竜門的な大会にもなっ
ている。令和元年となった今年、新たなページにどのようなドラマが刻ま
れるのか！？

＜放送日時＞
9/8（日）午後8：30～9：30

2019年度（第25回）日本ジュニアゴルフ選手権競技

【大会概要】
■開催日：8/14（水）～8/16（金）
■場所：霞が関カンツリー倶楽部（埼玉県）
■18年優勝：杉浦悠太（男子15歳～17歳の部） 、吉沢己咲
（男子12歳～14歳の部）、吉田優利（女子15歳～17歳の
部） 、森愉生（女子12歳～14歳の部）

【大会概要】
■開催日：8/17（土）～8/18（日）
■場所：桂ゴルフ倶楽部（北海道）
■賞金総額：4000万ドル（優勝賞金：1200万円）
■18年優勝：星野陸也



スター☆ゴルフマッチⅡ

生田衣梨奈のVSゴルフ

18

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃４２ 9/10（火）午後9：30～10：00 ＃４３ 9/24（火）午後9：30～10：00

＜放送日時＞
＃５ 9/17（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＞
＃１７ 9/3（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＞
9/3（火）午後11：00～11：30 9/10（火）午後11：00～11：30 
9/17（火）午後11：00～11：30 9/24（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃１９９ 9/3（火）午後10：30～11：00 ＃２００ 9/10（火）午後10：30～11：00 
＃２０１ 9/17（火）午後10：30～11：00 ＃２０２ 9/24（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃５１ 9/3（火）深夜0：00～0：30 ＃５２ 9/10（火）深夜0：00～0：30
＃５３ 9/17（火）深夜0：00～0：30 ＃５４ 9/24（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/

