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今月の注目ラインアップ

【10月は男女シニア国内メジャーを大特集！】

①国内ゴルフ応援宣言！男女シニア国内メジャーをとことん1番ホール生中継！
【とことん1番ホール生中継】
「第52回日本女子オープンゴルフ選手権競技」
「第58回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ」
「第84回日本オープンゴルフ選手権競技」

（P.2～3）

②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」
「杉ちゃんが行く！～いざ福岡から天下取り！時松隆光の未来図～」
「革新者の視界 ～第３章・藤田寛之が選んだ「視界」～」

（P.5～6）

③PGAツアーは米国からアジアへ！アジアンスイングに突入！
「シュライナーズホスピタルズ フォー チルドレンオープン」
「ヒューストンオープン」
「ザ・CJカップ at ナインブリッジズ」
「WGC-HSBCチャンピオンズ」
「バミューダチャンピオンシップ」

（P.7～9）

④欧州ツアーロレックスシリーズはイタリアへ！
「イタリアンオープン」

（P.10）



第58回日本プロゴルフシニア選手権大会
住友商事・サミットカップ
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【国内ツアー】

全4大会ある国内女子ツアーのメジャートーナメントの1つであり、日本プロゴ
ルフ協会(JGA)主催の大会。1968年から続き、今年で52回目を迎える。
昨年は元世界ランク1位のユ・ソヨンが3連覇を狙う畑岡奈紗の追撃をかわ
し、日本ツアー初優勝。米国、カナダ、中国のナショナルオープンタイトルを持
ち、4か国目のナショナルタイトル制覇となった。1971年からトッププロに加え
、トップアマにも門戸が開き、例年後に活躍するアマチュアが多数参加してい
る。特に2016年畑岡奈紗が大会史上初のアマチュア優勝を果たした。今
年は日本人として42年ぶりにAIG全英女子オープンを制した渋野日向子も
出場予定。国内メジャー2勝目獲得に注目が集まる。

【大会概要】
■開催日：10/3（木）～10/6（日）
■コース：COCOPA RESORT CLUB

白山ヴィレッジゴルフコース（三重県）
■賞金総額：１億4000万円（優勝賞金：2800万円）
■18年優勝：ユ・ソヨン（韓国）

©PGA
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≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 10/5（土）午前7：00～午後0：15
最終日 10/6（日）午前7：00～午後0：15 
（※最大延長 [最終日]午後0：45まで）

日本シニアオープンと並ぶプロシニアゴルファー日本一を争うビッグトーナメン
ト。優勝者には翌年の日本プロゴルフ選手権大会と全英シニアオープンの
出場権が与えられる。1962年から続き今年で58回目を迎える。昨年は
米山剛が最終日、6バーディーノーボギーの「66」をマークし、通算21アンダ
ーで2位に4打差をつけての圧勝。日本プロシニア初優勝、シニア3勝目とな
った。1番は左ドッグレッグのパー5。1打目は左クロスバンカーのやや右、2打
目はフェアウェイ左サイドが狙い目。右側はグリーンまでOBとなる。

【大会概要】
■開催日：10/10(木）～10/13（日）
■コース：サミットゴルフクラブ(茨城県)
■賞金総額：5000万円（優勝賞金：-万円）
■18年優勝：米山 剛

日本女子オープンゴルフ選手権競技

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 10/12（土）午前7：30～午後0：00
最終日 10/13（日）午前7：00～午後0：00
（※最大延長 [最終日]午後0：30まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 10/10（木）午後11：00～深夜0：00
２日目 10/11（金）午後11：00～深夜0：00
３日目 10/12（土）午後8：30～10：30
最終日 10/14（月・祝）午後11：30～深夜1：30
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【国内ツアー】

全4大会の日本ツアーのメジャートーナメントの1つであり、日本ゴルフ協会（
JGA）主催競技。1927年にスタートした歴史ある大会で、初代王者には「
伝説のアマチュア」と呼ばれ、神奈川県相模カンツリー倶楽部や千葉県我孫
子ゴルフ倶楽部を設計した赤星六郎が輝いた。以来日本のトッププロと各地
区予選を突破したトップアマチュアや日本アマ優勝者が出場している。昨年は
、最終日首位でスタートした稲森佑貴が後続を寄せ付けず、ツアー初優勝を
メジャーで飾った。また、金谷拓実がローアマチュアを獲得。2年連続の獲得で
、史上4人目の3度目のタイトル獲得者となった。

【大会概要】
■開催日：10/17（木）～10/20（日）
■コース： 古賀ゴルフ・クラブ(福岡県)
■賞金総額：2億円（優勝賞金：4000万円）
■18年優勝：稲森 佑貴

©JGA

日本オープンゴルフ選手権競技

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 10/19（土）午前7：00～午後0：15
最終日 10/20（日）午前7：00～午後0：15
（※最大延長 [最終日]午後0：45まで）

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃１１５ 10/7（月）午後11：00～11：30
＃１１６ 10/14（月・祝）午後11：00～11：30
＃１１７ 10/21（月）午後11：00～11：30
＃１１８ 10/28（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！



富士通レディース
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【国内ツアー】

≪ダイジェスト放送≫
３日目 10/5（土）午後9：30～11：00
最終日 10/7（月）深夜0：00～1：30

【大会概要】
■開催日：10/3（木）～10/6（日）
■コース：三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）
■賞金総額：1億1000万円（優勝賞金：2200万円）
■18年優勝：アンジェロ・キュー（フィリピン）

©Getty Images

≪ダイジェスト放送≫
２日日 10/19（土）午後10：30～11：30
最終日 10/20（日）午後11：00～深夜0：30

ツアー第33戦目は、1983年から続く富士通レディース。昨年は最終日、首
位と2打差からスタートした成田美寿々が6バーディ、2ボギーの「68」でプレー
し、通算8アンダーで逆転。シーズン3勝目を手にした。

【大会概要】
■開催日：10/18（金）～10/20（日）
■コース：東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県)
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■18年優勝：成田 美寿々

トップ杯東海クラシック

名門「三好カントリークラブ」で開催される本大会は、今年で49回目。1993
年までは、三好カントリークラブの東・西それぞれのコースを使い、男女の「東
海クラシック」が同週開催されていた。昨年は日本ツアー本格参戦4年目のア
ンジェロ・キューが最終日6バーディ、ボギーなしの「66」で回り、通算17アンダ
ーで逆転優勝。キューはアジアンツアーで通算3勝を挙げている。

©東海テレビ



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」
。10月は小倉ひまわりと西畑萌香の黄金世代対決。
1998年生まれの小倉ひまわりは、9歳からゴルフを始め、小学生時点で平
均飛距離は約240ヤードと父親を超える。関東中学校ゴルフ選手権春季
大会で優勝し、高校では東京都女子アマチュアゴルフ選手権を連覇するなど
、ジュニア時代から活躍。海外でも実力を発揮し、12～18歳の大会アンダ
ーアーマーゲイリー・ウッドランドチャンピオンシップで優勝した他、IMGA世界ジ
ュニアゴルフ選手権では団体戦で2015、16年に連続優勝を達成。2017
年のプロテストを5位タイで一発合格し、89期生の一員に。今シーズンは、資
生堂アネッサレディスの26位タイが最高位。
同じく1998年生まれの西畑萌香は6歳でゴルフをはじめ、得意クラブはパタ
ー。小学生からずっと同じ型のパターを使うほどこだわりを持っている。小学生
にして大阪府民ゴルフ大会で優勝。中学生でレギュラーツアー大王製紙エリ
エールレディースに出場。その後関西ジュニアゴルフ選手権で優勝。2017年
のプロテストで4位で一発合格。今シーズンは、ニトリレディスの30位タイが最
高位。ステップアップツアーでは2位タイを含む、3度のトップ10入り。

＜放送日時＞
小倉ひまわり×西畑萌香～黄金世代対決～
10/2（水）午後9：00～11：00

©Getty Images

杉ちゃんが行く！
～いざ福岡から天下取り！時松隆光の未来図～

＜放送日時＞
10/1（火）午後9：00～9：30

“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。ゲ
ストは今年の日本オープンの開催地、福岡県出身の時松隆光。地元での
日本オープンへの想い、夢など、普段見ることができない時松の素顔を掘り
下げる。



革新者の視界
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【国内ツアー関連番組】

＜放送日時＞
＃３ 革新者の視界 ～第３章・藤田寛之が選んだ「視界」～

10/20（日）午後10：30～11：00

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 10/4（金）午前5：00～9：00
２日目 10/5（土）午前5：00～7：00
３日目 10/6（日）午前6：00～7：00
最終日 10/7（月）午前6：00～9：00
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

ラスベガスで行われるツアー第6戦。舞台となるTPCサマーリンはラスベガス西郊
の岩石砂漠地帯に1991年オープン。海抜820mの位置にあり、飛ばし屋有
利のコースといわれている。大会は1983年に始まった「パナソニックラスベガスプ
ロ」を起源に持ち、75万ドルという当時のツアーでは最も高い賞金額を誇ってい
た。また、1996年10月、2か月前にスタンフォード大学を中退しプロ転向した
ばかりのタイガー・ウッズがデービス・ラブ三世を破りツアー初優勝を飾った大会で
もある。

【大会概要】
■開催日：10/3（木）～10/6（日）
■場所：TPCサマーリン（ネバダ州）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：126万ドル）
■18年優勝：ブライソン・デシャンボー（米国）

ヒューストンオープン

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 10/11（金）午前4：00～8：00
２日目 10/12（土）午前4：00～7：30
３日目 10/13（日）午前4：00～7：00
最終日 10/14（月・祝）午前4：00～8：00 
（※最大延長 [最終日]午前9：30まで）

マスターズ前週の3月末に行われていた大会だが今年からツアー序盤戦へとス
ケジュール変更され、2年ぶりに行われる。例年マスターズ出場を賭けた最後の
戦いとなり、コースの傾斜やグリーン・ラフのセッティングもオーガスタに近いセッティ
ングを作っていた。大会の歴史は古く、初開催は1946年。舞台は2003年か
ら使用されている、ヒューストン北東部にあるゴルフクラブ・オブ・ヒューストン。今
年で最後の開催となり、来年からはヒューストン市内にあるメモリアルパークゴル
フコースへと移ることが決まっている。

【大会概要】
■開催日：10/10（木）～10/13（日）
■場所：ゴルフクラブ・オブ・ヒューストン（テキサス州）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：126万ドル）
■18年優勝：イアン・ポールター（イングランド）

©Getty Images

シュライナーズホスピタルズ フォー チルドレンオープン

©Getty Images
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【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 10/17（木）午前11：00～午後3：00
２日目 10/18（金）午前11：00～午後3：00
３日目 10/19（土）午後0：15～3：00
最終日 10/20（日）午後0：45～3：00
（※最大延長 [３日目]午後4：00まで [最終日]午後6：00まで）

米国から韓国へ移動し、日本、中国と連戦が続くアジアンスイングの開幕戦と
なる。2017年から始まったこの大会は昨シーズンのFedExカップランキング上
位60名や韓国ツアー、アジアンツアーの上位選手など78名のみの招待大会と
なる。舞台は“韓国のハワイ”と呼ばれるリゾート島、済州島。世界TOP100に
もランクインされたコース、ナインブリッジズ。韓国史上最高のコースともいわれて
いる。名物の浮島グリーンの18番に注目だ。

【大会概要】
■開催日：10/17（木）～10/20（日）
■場所：ナインブリッジズ（韓国）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：171万ドル）
■18年優勝：ブルックス・ケプカ（米国）

WGC-HSBCチャンピオンズ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 10/31（木）午前11：00～午後5：00
２日目以降 11月放送予定

シーズン中4戦行われる国際トーナメントWGC（世界ゴルフ選手権）シリー
ズの第1戦。舞台は上海のシャーシャンインターナショナルゴルフクラブ。元々地
形の高低差が少ない上海で、大規模な造成を行い、打ち上げ・打ち下ろしホ
ールや砲台グリーンなど起伏が多い。大会は2005年に初開催、2009年から
WGCシリーズに昇格した。世界ランク64位以内の選手に出場資格があるため
、PGAツアーに出場していない日本人選手も多数出場する。昨年は松山英
樹、小平智の他、池田勇太、稲森佑貴が出場した。2016年には松山が2位
に7打差をつけ圧勝したのも記憶に新しい。後続優勝者には「近代ゴルフの父
」ともいわれるトム・モリス・シニアの名を冠したオールド・トム・モリスカップが授与
される。

【大会概要】
■開催日：10/31（木）～11/3（日）
■場所：シャーシャンインターナショナルゴルフクラブ（中国）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：170万ドル）
■18年優勝：ザンダー・ショフレ（米国）

©Getty Images

ザ・CJカップ at ナインブリッジズ

©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 10/31（木）深夜1：30～翌午前5：30
２日目以降 11月放送予定

昨年までWGCの裏大会として開催されていたサンダーソンファームズチャンピオ
ンシップがレギュラートーナメントとなり、新たに設立された大会。米国東部、ニュ
ーヨークから飛行機で2時間弱にあるバミューダ諸島サウサンプトンのポートロイ
ヤルゴルフクラブで行われる。海岸線に沿って作られたコースはエメラルドグリーン
の海と純白に染められた別荘群、青い空のコントラストが抜群の美しいゴルフコ
ースだ。

【大会概要】
■開催日：10/31（木）～11/3（日）
■場所：ポートロイヤルゴルフクラブ（バミューダ諸島）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■新規大会

バミューダチャンピオンシップ

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。10
月号は12月に行われるプレジデンツカップを徹底解説！さらにスペシャルイベント
のお知らせも。「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】
10月号 10/6（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。



イタリアンオープン
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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 10/10（木）午後5：00～11：00
２日目 10/11（金）午後5：00～11：00
３日目 10/12（土）午後10：30 ～深夜0：30
最終日 10/13（日）午後7：00 ～深夜0：00
（※最大延長 [最終日]深夜2：00まで）

ロレックスシリーズ第5戦は今年で76回目を迎えるイタリアナショナルオープン。

2016年から毎年開催時期が変わっており、昨年は6月初頭に行われたが、今

年は2017年以来の10月開催となる。過去にベルンハルト・ランガー(1983、97

年)やグレッグ・ノーマン(1988年)、フランチェスコ・モリナリ(2006年、2016年)など

後にメジャートーナメントを制する選手が優勝している。舞台はローマ北西部オル

ジャタゴルフクラブ。1961年開場1973年、2002年に同大会を開催し今回で3

回目となる。既に母国での3回目の戴冠を目指すモリナリや世界ランク4位の

ジャスティン・ローズが出場を表明。特にローズは17年ぶりの出場となり、2022

年にローマで行われることが決定したライダーカップへ標準を合わせての出場だ。

【大会概要】
■開催日：10/10（木）～10/13（日）
■場所：オルジャタゴルフクラブ（イタリア）
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：-）
■18年優勝：トービヨン・オルセン（デンマーク）

©Getty Images
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ドミニオンエナジーチャリティークラシック

プレーオフシリーズ第1戦。上位54人が次戦へ進むことができる。開催
コースは、1928年開場のバージニアが誇る名門、カントリークラブ・オブ
・バージニア。比較的フラットなフロントナインに比べ、バックナインは傾
斜が強く、試合の終盤にかけてドラマチックな展開が望めるだろう。

【大会概要】
■開催日：10/18(金）～10/20（日）
■場所：カントリークラブ・オブ・バージニア（バージニア州）
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30.5万ドル）
■18年優勝：ウッディ・オースティン（米国）

SASチャンピオンシップ

チャールズ・シュワブカップ、プレーオフシリーズ前の最終戦。この大会終
了後、賞金ランク72位以上がプレーオフシリーズへ進むのだが、ランキ
ング外の選手にもチャンス。ワイルドカードとして、この大会でTOP10
入りした選手の1人が最後の1人として進出することができる。年間王
者は100万ドル獲得できる最終戦へ生き残りをかけた戦いとなる。

＜放送日時＞
１日目 10/15（火）午後7：00～9：00
２日目 10/16（水）午後10：00～深夜0：00
最終日 10/16（水）深夜0：00～2：00 

【大会概要】
■開催日：10/11（金)～10/13（日）
■場所：プレストンカントリークラブ（ノースカロライナ州)
■賞金総額：210万ドル（優勝賞金：31.5万ドル）
■18年優勝：ベルンハルト・ランガー（ドイツ）

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

©Getty Images

＜放送日時＞
１日目 10/22（火・祝）午後6：30～8：30
２日目 10/23（水）午後6：30～8：30
最終日 10/24（木）午後6：30～8：30 



ギア猿

TEAM SERIZAWA
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃３６３ 10/8（火）午後10：00～10：30
＃３６４ 10/22（火・祝）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。

＜放送日時＞
～ゴルフファッションをサルベージ！～2019AWゴルフフェアを紹介するぞ
10/4（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
はゴルフファッションを特集する。大丸東京で開催される2019AW
（秋冬物）ゴルフフェアを紹介。他にも盛りだくさんの内容でお届
け！



あすゴル！ゴルフ部

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＞
＃３７ 10/7（月）午後11：30～深夜0：00
＃３８ 10/21（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。

＜放送日時＞
＃８０ 10/6（日）午後10：00～10：15 ＃８１ 10/13（日）午後6：30～6：45
＃８２ 10/20（日）午後10：00～10：15 ＃８３ 10/27（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。



Beautiful World Taku Miyamoto × RANGE ROVER 3
～８月の空島。小淵沢カントリークラブ～

体験レポート！Pick Up ～マルマン シャトルゴールド～
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【オリジナル番組】

ワールドカーデザインオブザイヤーを受賞した世界一美しい車・RANGE 
ROVERと世界一美しくゴルフ場の四季を切り取る男、写真家・宮本卓の
コラボ企画。番組内容：普段は見ることのできない“ゴルフ場の顔”を宮本
卓独自の視点で映像化。今回、宮本卓がRANGE ROVERと共に訪れ
たのは、小淵沢カントリークラブ。写真家・宮本卓。そのファインダーの向こう
に彼だけが知る…、美しい世界が広がっている。

＜放送日時＞
10/6（日）午後1：00～1：15

みんなの”気になる”を体験レポート！ゴルフ場や練習場で周りの人が使っているクラブや練習道具、着ているウェアなど、巷のゴ
ルファー達がちょっと気になっているものを、レポーターが自ら体験し、肌で感じたままを伝えていく15分番組。今回は、マルマン「
シャトルゴールド」をピックアップ！「フェイスのどこに当たってもやさしく、真っすぐ、遠くへ飛ばせる」超易しいマルマンのシャトルゴー
ルド。渡辺裕太がビギナーゴルファーにお勧めのポイントを体験レポートする。

＜放送日時＞
10/13（日）午後0：30～0：45



debut！ブレない、強く美しい。マジェスティ ロイヤル

debut！
飛びの切り札！高弾道シャフト ATTAS11(アッタスジャック)
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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USTmamiyaの新作シャフト「アッタスジャック
」を紹介する。中井学が史上最高の高弾道を実現した驚異の性能を徹
底解剖。あらゆる重心のヘッドでも高い打ち出し角度を実現し、ATTAS
史上最高の高弾道とキャリーをたたき出す新作シャフトの秘密に迫る。
【番組で紹介するゴルフ用品】
USTmamiya 「ATTAS11(アッタスジャック)」

＜放送日時＞
10/8（火）午後9：00～9：30

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、マジェスティゴルフから新たに発売される「
MAJESTY Royale」を紹介する。金谷多一郎が飛びの安定性を追求し
た「MAJESTY Royale」のドライバーを中心に徹底検証。飛びの最大の要
素である速さに正確さを兼ね備えた軽量長尺シャフト「フォローインパクトシ
ャフト」の秘密に迫る。
【番組で紹介するゴルフ用品】
マジェスティゴルフ 「マジェスティロイヤル」

＜放送日時＞
10/1（火）午後8：30～9：00



江連っ寸２～ゴルフ上達の教え～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃７ 10/1（火）午後11：30～11：45
＃８ 10/15（火）午後11：30～11：45 

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。

生田衣梨奈のVSゴルフ

＜放送日時＞
＃6 10/15（火）午後9：00～9：30

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。

©マッスル笑店



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＞
＃４４ 10/8（火）午後9：30～10：00 ＃４５ 10/22（火・祝）午後9：30～10：00

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

＜放送日時＞
＃１８ 10/1（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
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
10/1（火）午後11：00～11：30 10/8（火）午後11：00～11：30 
10/15（火）午後11：00～11：30 10/22（火・祝）午後11：00～11：30
10/29（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃２０３ 10/1（火）午後10：30～11：00 ＃２０４ 10/8（火）午後10：30～11：00 
＃２０５ 10/15（火）午後10：30～11：00 ＃２０６ 10/22（火・祝）午後10：30～11：00
＃２０７ 10/29（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃５５ 10/1（火）深夜0：00～0：30 ＃５６ 10/8（火）深夜0：00～0：30
＃５７ 10/15（火）深夜0：00～0：30 ＃５８ 10/22（火・祝）深夜0：00～0：30
＃５９ 10/29（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
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