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ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2019年9月26日

今月の注目ラインアップ

【11月は各ツアーのビッグトーナメントを大特集】

②国内ゴルフ応援宣言！
男女国内ツアー4大会をとことん1番ホール生中
継とダイジェスト放送
【とことん1番ホール生中継】
「カシオワールドオープンゴルフトーナメント」
【ダイジェスト放送】
「樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント」

「HEIWA・PGM Championship」
「伊藤園レディスゴルフトーナメント」

（P.5～6）

①PGAツアーは松山英樹が2016年に7打差
圧勝したWGC初戦を含めた4大会を全ラウンド
生中継
「WGC-HSBCチャンピオンズ」
「バミューダチャンピオンシップ」
「マヤコバゴルフクラシック」
「ザ・RSMクラシック」 （P.2～3）

③ヨーロピアンツアーロレックスシリーズは最終戦
へ 賞金700万ドルを越えるビッグトーナメントを
全ラウンド生中継
「ターキッシュエアラインズオープン」
「ネッドバンクゴルフチャレンジ hosted by
ゲーリー・プレーヤー」
「DPワールドツアーチャンピオンシップ ドバイ」

（P.8~9）
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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）午前11：00～午後5：00
２日目 11/1（金）午前11：00～午後5：00
３日目 11/2（土）午前11：30～午後5：00
最終日 11/3（日・祝）午前11：30～午後5：00
（※最大延長 [３日目]午後6：00まで [最終日]午後6：30まで）

バミューダチャンピオンシップ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 10/31（木）深夜1：30～翌午前5：30
２日目 11/1（金）深夜1：30～翌午前5：30 
３日目 11/2（土）深夜2：30～翌午前5：30
最終日 11/3（日・祝）深夜2：30～翌午前5：30
（※最大延長 [３日目]午前6：30まで [最終日]午前7：00まで）

昨年までWGCの同週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：300万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■新規大会

WGC-HSBCチャンピオンズ
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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。
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：1025万ドル（優勝賞金：170万ドル）
■18年優勝：ザンダー・ショフレ（米国）
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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 11/14（木）深夜3：00～7：00
２日目 11/15（金）深夜3：00～7：00
３日目 11/17（日）午前4：00～7：00
最終日 11/18（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8：30まで）

メキシコ屈指のリゾート地、リビエラマヤのエルカマレオンゴルフクラブで開催される
。グレッグ・ノーマンが設計し、1番ホールのフェアウェイには自然の地下洞窟を生
かした洞窟バンカーが待ち構えている。また、熱帯林のジャングルやマングローブ
密集地帯など普段の中継では見ることができない自然も魅力的。大会は
2007年メキシコ初のPGAツアートーナメントとしてWGCマッチプレーの同週大
会として開催された。その大会では、フレッド・ファンクが50歳257日で優勝を
飾り、当時のツアー最年長優勝となった。2014年から11月に開催時期が移
動。中南米や南米、スペイン、メキシコ出身の選手へのスポンサー免除枠が用
意されている。

【大会概要】
■開催日：11/14（木）～11/17（日）
■場所：エルカマレオンゴルフクラブ（メキシコ）
■賞金総額：720万ドル（優勝賞金：129.6万ドル）
■18年優勝：マット・クーチャー（米国）

ザ・RSMクラシック

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 11/21（木）深夜2：00～6：00
２日目 11/22（金）深夜2：00～6：00
３日目 11/23（土・祝）午前3：00～6：00
最終日 11/24（日）午前3：00～6：00
（※最大延長 [３日目]午前7：00まで [最終日]午前8：00まで）

年内最後のツアー公式戦はジョージア州シーアイランドリゾートで開催される。
シーアイランド在住のデービス・ラブⅢとザック・ジョンソンが大会ホストを務める。
彼らを中心に当地に拠点を構えるマット・クーチャーやブライアン・ハーマンら「シ
ーアイランドマフィア」と呼ばれるトッププロも参戦する。2010年にロンドンを本拠
地とする会計事務所、RSMインターナショナルをスポンサーとして、マックグラッド
リークラシックとして初開催、2015年から同大会名となっている。昨年は39歳
のチャールズ・ハウエルⅢが初タイトルを狙ったパトリック・ロジャースをプレーオフで
破り、2007年以来11年ぶりの戴冠。過去に5回中4回敗れているプレーオフ
で勝負強さを見せた。

【大会概要】
■開催日：11/21（木）～11/24（日）
■場所：シーアイランドリゾート（ジョージア州）
■賞金総額：660万ドル（優勝賞金：115.2万ドル）
■18年優勝：チャールズ・ハウエルⅢ（米国）
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マヤコバゴルフクラシック

©Getty Images



みんなのPGAツアー
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【PGAツアー】

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。11
月号は12月に行われるプレジデンツカップを徹底解説！「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】
11月号 11/3（日・祝）午後6：30～7：00

【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】

石川遼が所属するカシオ主催の国内男子ツアー。今年で39回目の開催と
なる。注目は今シーズン2勝（9月25日現在）を挙げている石川遼。過去
の大会は全て決勝ラウンドに進み、昨年は首位と1打差2位タイ。2015年
大会でも2位と、コースとの相性も良い。昨年は変則スイングで有名な崔虎
星が通算15アンダーで日本初勝利を挙げた。コースは2005年の第25回大
会から継続してKochi黒潮カントリークラブで開催される。1番は打ちおろしの
パー4。1打目のバンカーに注意。短い2打目をコントロールしてバーディを獲り
、好発進したいところ。シーズン終盤、賞金王争いやシード権争いもかかった
熱き戦いを今年もとことん1番ホール生中継！

【大会概要】
■開催日：11/28（木）～12/1（日）
■コース：Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）
■賞金総額：2億円（優勝賞金：4000万円）
■18年優勝：崔虎星（韓国）

©JGTO
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≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 11/30（土）午前8：30～11：15
最終日 12/1（日）放送予定
≪ダイジェスト放送≫
２日日 11/29（金）午後9：00～11：00
３日目 11/30（土）午後9：00～11：00
最終日 12/1（日）放送予定

カシオワールドオープンゴルフトーナメント

樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント

≪ダイジェスト放送≫
２日日 11/2（土）午後10：30～11：30
最終日 11/3（日・祝）午後11：00～深夜0：30

女子プロゴルフ界のレジェンド、樋口久子氏の名を冠し、今年で37回目となる
国内女子ツアー第35戦。昨年は首位から2打差の2位でスタートしたささきし
ょうこが、通算12アンダーで逆転勝利。プロ通算3勝目を挙げた。TOTOジャ
パンクラシックとツアー選手権は出場資格が限られるため、多くの選手にとっては
この大会を入れて残り3大会となる。

【大会概要】
■開催日：11/1（金）～11/3（日）
■コース：武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■18年優勝：ささき しょうこ



伊藤園レディスゴルフトーナメント
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【国内ツアー】

©Getty Images

≪ダイジェスト放送≫
２日日 11/16（土）午後10：30～11：30
最終日 11/18（月）午後9：30～11：00

今年で35回目を迎える国内女子ツアー第37戦。主催の伊藤園には濱田茉
優、大里桃子、高橋恵、田辺ひかりなど若手選手が多く所属する。昨年は首
位と2打差の2位からスタートした黄アルムが逆転勝利。シーズン3勝目と大復
活の1年となった。賞金総額1億円のビッグトーナメント。ツアーも残すところ3戦
となり、賞金女王争いに目が離せない！

【大会概要】
■開催日：11/15（金）～11/17（日）
■コース：グレートアイランド倶楽部(千葉県)
■賞金総額：1億円（優勝賞金：1800万円）
■18年優勝：黄アルム（韓国）

HEIWA・PGM Championship

夏の日差しが残る沖縄で開催の国内男子ツアー。昨年は単独首位から出
たショーン・ノリスが通算14アンダーで優勝。一時は片岡大育に逆転されるも
、最終18番でイーグルを獲って逆転勝利となった。舞台はPGMゴルフリゾー
ト沖縄。1972年開場のコースは2017年4月、青木功が改造監修を手掛
けてリニューアルオープン。シーズン終盤の賞金ランキングをかけた戦いに注目
だ。

【大会概要】
■開催日：11/7（木）～11/10（日）
■コース：PGMゴルフリゾート沖縄（沖縄県）
■賞金総額：2億円（優勝賞金：4000万円）
■18年優勝：ショーン・ノリス（南アフリカ）

≪ダイジェスト放送≫
１日目 11/7（木）午後11：00～深夜0：00
２日日 11/8（金）午後11：00～深夜0：00
３日目 11/9（土）午後11：00～深夜1：00
最終日 11/11（月）午後9：00～11：00

©Getty Images



ぎゅっと週刊国内ツアー
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【国内ツアー】

＜放送日時＞
＃１１９ 11/4（月・祝）午後11：00～11：30
＃１２０ 11/11（月）午後11：00～11：30
＃１２１ 11/18（月）午後11：00～11：30
＃１２２ 11/25（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！



ターキッシュエアラインズオープン
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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 11/7（木）午後6：00～11：00
２日目 11/8（金）午後6：00～11：00
３日目 11/9（土）午後6：00 ～11：00
最終日 11/10（日）午後5：30 ～10：30 
（※最大延長 [最終日]深夜0：00まで）

ロレックスシリーズも残り3戦。ファイナルシリーズと称して獲得ポイントが7000ポ
イントから9000ポイントに増額、優勝賞金も200万ドルと、年間チャンピオンに
向けて重要な戦いとなる。レーストゥドバイのランキング上位70人が出場。
2013年にモンゴメリーマックスで初開催、2016年からはレグナムカーヤゴルフク
ラブへと場所を移し、今年から再びモンゴメリーマックスでの開催となる。昨年は
ジャスティン・ローズがプレーオフを制し大会連覇を果たした。トルコでのゴルフ文
化は発展途上。現在トルコ出身のツアーメンバーはおらず、国内のコースも20
ほどしかない。

【大会概要】
■開催日：11/7（木）～11/10（日）
■場所：モンゴメリーマックス（トルコ）
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：-）
■18年優勝：ジャスティン・ローズ（イングランド）

©Getty Images

ネッドバンクゴルフチャレンジ hosted by ゲーリー・プレーヤー

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 11/14（木）午後4：00～11：00
２日目 11/15（金）午後5：00～11：00
３日目 11/16（土）午後4：30 ～10：30
最終日 11/17（日）午後4：00 ～10：00
（※最大延長 [最終日]深夜2：00まで）

ロレックスシリーズのファイナルシリーズ第2戦は南アフリカで開催される。ターキッ
シュエアラインズオープンを突破した60人の精鋭たちがトルコから1万キロを大移
動し、 ゲーリー・プレーヤーカントリークラブへ集結。大会ホストは「南アフリカの
黒豹」ツアー9勝のレジェンド、ゲーリー・プレーヤー。大会の起源は1981年、ゲ
ーリー・プレーヤー、セベ・バレステロス、ジョニー・ミラー、ジャック・ニクラス、リー・ト
レビノの5人によるストロークプレー大会。その後10人、12人と参加人数を増
やし、1987年からミリオンダラーチャレンジと称し、優勝賞金100万ドルを賭け
た30人によるトーナメントとなった。2016年からはロレックスシリーズの1戦となり
750万ドルを賭けたビッグトーナメントとなっている。

【大会概要】
■開催日：11/14（木）～11/17（日）
■場所：ゲーリー・プレーヤーカントリークラブ（南アフリカ）
■賞金総額：750万ドル（優勝賞金：-）
■18年優勝：リー・ウエストウッド（イングランド）

©Getty Images



DPワールドツアーチャンピオンシップ ドバイ
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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 11/21（木）午後4：00～10：00
２日目 11/22（金）午後4：00～10：00
３日目 11/23（土・祝）午後4：00 ～10：00
最終日 11/24（日）午後3：30 ～9：30 
（※最大延長 [最終日]午後11：00まで）

2018年11月から始まったヨーロピアンツアーもついに最終戦。レーストゥドバイ
ランキング上位50人が最終決戦地ドバイに集結する。賞金総額800万ドル、
優勝賞金300万ドル、そして年間チャンピオンの称号を賭けた戦い。舞台はア
ラブ首長国連邦（UAE）ドバイのジュメイラゴルフエステート。2009年にグレッ
グ・ノーマン設計でオープンしたアースコースで行われる。大会は2009年にドバ
イワールドチャンピオンシップとして初開催。スポンサーは2009年から変わらず、
UAE政府の持株会社DPワールド。世界3位の規模を誇る湾港管理会社、メ
ガターミナルオペレーターである。

【大会概要】
■開催日：11/21（木）～11/24（日）
■場所：ジュメイラゴルフエステート（アラブ首長国連邦）
■賞金総額：800万ドル（優勝賞金：-）
■18年優勝：ダニー・ウィレット（イングランド）

©Getty Images
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チャールズ・シュワブカップチャンピオンシップ

1月から1年を通して争われてきたPGAツアーチャンピオンズ最終戦。
プレーオフを勝ち抜いてきた36人が年間王者100万ドルを賭けてアリ
ゾナ州フェニックスカントリークラブで争う。1900年に造成されたこのコ
ースは、米国で最も権威のあるプライベートコースTOP100に選ばれた
名門コース。1986年までフェニックスOP が開催されていた。昨年は「
フィジーの怪人」ビジェイ・シンがシーズン3勝目を獲得。衰え知らずの
ベルンハルト・ランガーが2年ぶり5度目の年間王者となった。

【大会概要】
■開催日：11/7(木）～11/10（日）
■場所：フェニックスカントリークラブ（アリゾナ州）
■賞金総額：250万ドル（優勝賞金：44万ドル）
■18年優勝：ビジェイ・シン（フィジー）

インベスコQQQ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第2戦。この大会後、賞
金ランク上位36人が最終戦チャールズ・シュワブカップチャンピオンシッ
プへ進む。大会は2016年パワーシェアーズQQQチャンピオンシップとし
て始まり、昨年から同大会名となった。メインスポンサーは上場投資信
託会社インベスコパワーシェアーズ。昨年は53歳スコット・パレルが優
勝。31歳でプロ転向した遅咲きのベテランがツアー2勝目を挙げた。

＜放送日時＞
１日目 11/6（水）午後7：00～9：00
２日目 11/6（水）深夜0：00～2：00
最終日 11/7（木）深夜0：00～2：00 

【大会概要】
■開催日：11/1（金)～11/3（日・祝）
■場所：シャーウッドカントリークラブ（カリフォルニア州)
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30.5万ドル）
■18年優勝：スコット・パレル（米国）

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

©Getty Images

＜放送日時＞
１日目 11/12（火）午後6：30～9：00
２日目 11/13（水）午後1：30～4：00
３日目 11/13（水）午後6：30～9：00
最終日 11/14（木）午後1：30～4：00 



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」
。ストロークプレー形式で行われるトーナメントが主流となっている現在だが、「
ライダーカップ」「プレジデンツカップ」に代表されるチーム対抗戦ではマッチプレ
ー形式が採用されている。それはお互いの優劣がはっきりと決するから。つまり
、マッチプレーの中にこそ真剣勝負の醍醐味がある。ゴルフ専門チャンネルだか
ら見ることのできるマッチメイクで、プロ同士の真剣勝負を２時間にわたって放
送。番組ではプロのテクニックに留まらず、クラブ選択や状況判断などのプロの
考え方も紹介し、アマチュアゴルファーにも参考になる情報をお届けする。

＜放送日時＞
＃４３ 11/6（水）午後9：00～11：00

TEAM SERIZAWA

＜放送日時＞
＃３６５ 11/12（火）午後10：00～10：30
＃３６６ 11/26（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。



稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」

ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～ゴルフギアにアッツイ人大集合！～
11/1（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
は新企画、番組で応募したゴルフギアにアッツイ人が大集合する
ぞ。自作の練習器具から石材屋が作ったパターまで、名珍ギアを
アリナシ判定！ゲストに、ゴルフには至って真面目で一切ギャグを
言わないますだおかだの岡田圭右を迎え大盛り上がりするぞ！

＜放送日時＞
＃３９ 11/4（月・祝）午後11：30～深夜0：00
＃４０ 11/18（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。



あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃８４ 11/3（日・祝）午後10：00～10：15 ＃８５ 11/10（日）午後5：00～5：15
＃８６ 11/17（日）午後3：30～3：45 ＃８７ 11/24（日）午後11：00～11：15

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＞
＃１ 11/6（水）午後11：30～11：45
＃２ 11/13（水）午後11：30～11：45 
＃３ 11/20（水）午後11：30～11：45 
＃４ 11/27（水）午後11：30～11：45 

今回は日本に数名しかいない、TPI（Titlist Performance 
Institute）レベル3を持ち、河本結の指導でも知られている目澤秀
憲コーチのメソッドを紹介する。
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。

プレメンレッスン！Season 3
目澤秀憲メソッド



ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP 2019 地区大会
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【オリジナル番組】

ゴルフのミカタ

＜放送日時＞
11/2（土）午後6：00～6：30 

渋野日向子の海外メジャー制覇、黄金世代の躍進など、2020東
京五輪に向けてゴルフへの期待が高まっている。しかしその一方で、
ゴルフは知っているものの、ゴルフ中継を見てもルールはおろか何が
何だかさっぱりわからないという人が多いことも忘れてはいけない。そこ
で、ゴルフを全く知らない人でもゴルフ中継を楽しめる “ゴルフのミカタ
”を解説。ゴルフのルールや基礎知識、ゴルフ中継の分かりづらい部
分や疑問を解決、さらにPGAツアーで活躍する松山英樹やタイガー
・ウッズのスーパープレーなどゴルフの魅力を交えて、アンタッチャブル
柴田英嗣がゴルフのミカタを伝える。

今年で22回目となる「ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP 
2019」。8月26日の利府GC（宮城）を皮切りに新たに枚方CC
（大阪）、ザ・クラシックGC（福岡）、加茂CC（広島）の3会
場を加えた全国12会場にて決勝の地である憧れの「フェニックスカン
トリークラブ（宮崎）」を目指し戦いの火ぶたが切られた。「アマチュ
ア最強ダブルス」の称号はどのチームが掴むのか！今回も、番組では
地区大会会場の模様だけでなく様々なチームの大会前取材や大
会直後取材などの企画も盛り込んだダイジェストとして90分番組で
お送りする。

＜放送日時＞
11/1（金）午後9：30～11：00



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＞
＃９ 11/5（火）午後11：30～11：45
＃１０ 11/19（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＞
＃７ 11/19（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＞
＃４７ 11/12（火）午後9：30～10：00 ＃４８ 11/26（火）午後9：30～10：00

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

＜放送日時＞
＃１９ 11/5（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＞
11/5（火）午後11：00～11：30 11/12（火）午後11：00～11：30 
11/19（火）午後11：00～11：30 11/26（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃２０８ 11/5（火）午後10：30～11：00 ＃２０９ 11/12（火）午後10：30～11：00 
＃２１０ 11/19（火）午後10：30～11：00 ＃２１１ 11/26（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃５９ 11/5（火）深夜0：00～0：30 ＃６０ 11/12（火）深夜0：00～0：30
＃６１ 11/19（火）深夜0：00～0：30 ＃６２ 11/26（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。
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