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ジュピターゴルフネットワーク株式会社
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今月の注目ラインアップ

【12月はビッグトーナメントから年末特番まで盛りだくさん！】

②今年もやります年末特番！色々あった
2019年をドドーンと振り返ります

「ぎゅっと週刊国内ツアー年末拡大SP
渋野も遼も全部見せます！
2019シーズン総集編」
「渋野日向子の魅力！
～その強さと笑顔の秘密～」
「ゴルフ真剣勝負 the MATCH 特別編」

（P.7～8）

①PGAツアーは年内最後のビッグトーナメ
ントがついに開幕！
オーストラリアで世界選抜が米国選抜を迎
え撃つ、「ザ・プレジデンツカップ」を全ラウン
ド生中継でお届け

「ザ・プレジデンツカップ」
「ヒーローワールドチャレンジ」
「QBEシュートアウト」

（P.2～3）
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ザ・プレジデンツカップ
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【ザ・プレジデンツカップ】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 12/12（木）午前7：30～午後2：00
２日目 12/13（金）午前9：00～午後2：00
３日目 12/14（土）午前5：00～午後4：00
最終日 12/15（日）午前8：00～午後2：00 
（※最大延長 [１日目]午後3：00まで [２日目]午後3：00まで

[３日目]午後5：00まで [最終日]午後7：00まで）

2年に1度行われる米国選抜と世界選抜の対抗戦。今年のキャプテンはタイガ
ー・ウッズとアーニー・エルスが務めることも注目だ。タイガーとエルスはこれまで
2000年メルセデスチャンピオンシップなど数多くの名勝負を繰り広げているが、
特に2003年南アフリカで開催されたザ・プレジデンツカップでの最終日プレーオフ
日没サスペンデッドでの引き分けは記憶に残る熱戦となった。その彼らが今年は
キャプテンとして大会に帰ってくる。熱戦になることは間違いない。日本からは松
山英樹が世界選抜ランキング2位で出場。今年で4大会連続4回目の出場で
、主力としてチームをどこまで引き上げることができるか注目だ。 通算戦績は、
米国選抜の10勝1分1敗と、世界選抜は大きく水をあけられる結果になってい
るが、世界選抜が勝利した1998年大会と同じロイヤルメルボルンゴルフクラブで
行われ、さらに同じ12月開催という状況が揃っていることで今年は世界選抜に
も勝機はある。

【大会概要】
■開催日：12/12（木）～12/15（日）
■場所：ロイヤルメルボルンゴルフクラブ（オーストラリア）
■賞金総額：なし
■前回優勝：米国選抜

©Getty Images

＜放送日時＞
12/12（木）午前7：00～7：30

ザ・プレジデンツカップ本戦開幕前に、大会の見どころを30分で徹底解説！
熱戦を間近に控えたロイヤルメルボルンゴルフクラブをどう攻略するか、本戦で現地レポーターを務める杉澤伸章が解説。
松山英樹を始めとした注目選手たちの仕上がり具合はここでチェック！

まもなく開幕！ザ・プレジデンツカップ
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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 12/4（水）深夜3：00～翌午前6：00
２日目 12/5（木）深夜3：00～翌午前6：00
３日目 12/6（金）深夜1：00～翌午前6：00
最終日 12/7（土）深夜0：00～翌午前5：00
（※最大延長 [３日目]午前7：00まで [最終日]午前8：00まで）

QBEシュートアウト

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 12/13（金）深夜2：00～翌午前5：00
２日目 12/14（土）深夜2：00～翌午前6：00 
最終日 12/15（日）深夜2：00～翌午前6：00
（※最大延長 [２日目]午前7：00まで [最終日]午前8：00まで）

PGAツアー18勝、全英オープン2勝で「ホワイトシャーク」と呼ばれたレジェンド、
グレッグ・ノーマン主催のダブルストーナメント。初日は変則オルタネート、2日目
はベストボール、最終日はスクランブルとプレー方式を変えてプレーする。例年バ
ーディ合戦となり盛り上がる。舞台はフロリダ州、ティブロンゴルフクラブ。

【大会概要】
■開催日：12/13（金）～12/15（日）
■場所：ティブロンゴルフクラブ（フロリダ州）
■賞金総額：340万ドル（優勝賞金：85万ドル）
■18年優勝：ブライアン・ハーマン＆パットン・キザイア（米国）

ヒーローワールドチャレンジ

©Getty Images

タイガー・ウッズが大会ホストを務める招待イベント。毎年メジャーチャンピオンや
WGR上位選手を中心に招待される。PGAツアーの公式大会ではないが、
WGRポイントが加算される。舞台はバハマのニュープロビデンス島、アルバニー。
今年は翌週にザ・プレジデンツカップを控えるダスティン・ジョンソンやジャスティン・
トーマスなどが出場する。

【大会概要】
■開催日：12/4（水）～12/7（土）
■場所：アルバニー（バハマ）
■賞金総額：360万ドル（優勝賞金：100万ドル）
■18年優勝：ジョン・ラーム（スペイン）

©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。12
月号はザ・プレジデンツカップ開幕直前号！米国選抜、世界選抜で出場する
選手たちの声をお届け。さらに1月に行われる「ハワイアンスイング」を徹底解説
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】
12月号 12/1（日）午後8：00～8：30

【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】

Hitachi 3 Tours Championship

男子ツアー(JGTO)、女子ツアー(LPGA)、シニアツアー(PGA)の3ツアーの代表選手による年に一度のツアー対抗戦！各ツアーか
ら賞金ランキング上位3名と推薦者3名が選出され、出場選手は計18名。午前はフォアボール方式・午後はフォアサム方式のダブ
ルスで2ステージを行う。各ステージ終了後のスコアがポイント換算され、合計ポイントにより順位を争う。各ツアーの上位選手や人
気選手が集結するこの大会、これを見ずに年は越せない！

【大会概要】
■開催日：12/5（日）
■コース：グリッサンドゴルフクラブ（千葉県）
■賞金総額：5700万円（優勝賞金：3000万円）
■18年優勝：シニアツアー（PGA）

≪ダイジェスト放送≫
12/15（日）午後10：30～深夜0：00

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（10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

≪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） 午前7：30～10：15 （※最大延長 [最終日]午前10：45まで）
≪ダイジェスト放送≫
２日目 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） 午後10:30～深夜0：00

カシオワールドオープンゴルフトーナメント



ぎゅっと週刊国内ツアー
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【国内ツアー】

＜放送日時＞
＃１２３ 12/2（月）午後11：00～11：30
＃１２４ 12/9（月）午後11：00～11：30
＃１２５ 12/16（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！

Hitachi 3 Tours Championship 開幕直前ＳＰ
～行こうぜ！令和最初の団体対抗戦！～

タケ小山氏が昨年に引き続き、日立３ツアーズの舞台となるグリッサンドゴルフクラブを徹底検証！ゲストにはゴルフ大好き芸人のア
ンタッチャブル柴田英嗣さんも登場！今年のセッティング、ピンポジはもちろん日立3ツアーズをデータでひも解くと同時にそれぞれが
贔屓のチームを勝手にプレゼン。各団体の魅力や見どころにも迫ります。これを見れば当日現地に足を運びたくなる！もちろん今年
、各団体の顔、大会に出場を決めた選手インタビューもお届けします！

【放送日】
12/7（土）午後8：00～8：30



渋野日向子の魅力！～その強さと笑顔の秘密～
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【年末特番】

今年、AIG全英女子オープンを制し一躍注目される女子プロゴルフ
ァーとなった渋野日向子プロ。ご存知の通り、今日本の女子プロゴル
フ界で大活躍している“黄金世代”のひとりである。「黄金世代」の女
子プロの中で実力は勿論、最も人気があるのは何故なのだろか。こ
の番組は、渋野プロを良く知る様々な方からの証言などを基に隠さ
れた秘密を探り、そして、その魅力に迫ります。

＜放送日時＞
12/30（月）午後8：00～8：30

ゴルフ真剣勝負 the MATCH 特別編

＜放送日時＞
＃４４ 12/4（水）午後9：00～11：00

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。今回は特別編で立浪和義氏、谷繁元信氏、和田
一浩氏、川上憲伸氏の元プロ野球選手によるダブルス戦をお送りす
る。

©Getty Images
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【年末特番】

＜放送日時＞
12/23（月）午後11：00～深夜0：00

2019年の国内ツアーを“ぎゅぎゅっと”振り返る60分！
3月女子の開幕から日立３ツアーズまで全41週 国内男女ツアー
でぎゅっとカメラが捉えた名場面・名シーンをプレイバック！新世代の
初優勝、ベテランンの復活Ｖ、そしてシンデレラガール渋野日向子フ
ィーバー。今年も全部出します！出させます！勝手に国内ツアーの
年間ランキングを発表！更に各ツアー会場で取材した“ぎゅっと飯
”No.1も決定。日本全国もう1度食べたいご当地ご飯は果たして！
？そして東京2020を控えた男女新シーズンの展望をあの人が語り
ます！

ぎゅっと週刊国内ツアー年末拡大ＳＰ
渋野も遼も全部見せます！２０１９シーズン総集編
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PNCファーザーサンチャレンジ

各年代を彩ってきたレジェンドプロとその息子、娘、孫たちがタッグを組
み争う、チャンピオンズツアーの最終戦。昨年はデービス・ラブⅢ世とⅣ
世が16アンダーで優勝した。

＜放送日時＞
１日目 12/8（日）午後7：00～10：00
最終日 12/9（月）午後8：00～11：00 

【大会概要】
■開催日：12/5（木)～12/8（日）
■場所：リッツカールトンゴルフクラブ（フロリダ州)
■賞金総額：108.5万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■18年優勝：デービス・ラブⅢ世（米国）

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images



ゴルフのたすき presents 

教える人×教わる人9ホールChallenge2019
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【オリジナル番組】

ゴルフ初心者とその初心者を教える人を応援するダンロップ×ゴルフネットワー
クのプロジェクト「ゴルフのたすき」。今年も茨城県・取手国際ゴルフ倶楽部東
コースにてイベントを開催。古閑美保プロが登場しイベントを盛り上げます。午
前中は練習場貸切で練習し放題。午後は9ホールのハーフプレーで、ルール
はティーショットは教える人と教わる人それぞれが打ち、セカンドショット以降は
交互に打つ変則オルタネイト方式の「ゴルフのたすき」特別ルールを採用。ゴ
ルフ初心者にやさしいイベントフォーマットになっています。教える人も教わる人
も笑顔あふれるゴルフ大好きな人が集まる楽しいイベントだクマーっʕ´•ᴥ•`ʔ

＜放送日時＞
12/7（土）午後7：00～7：30

＜放送日時＞
12/1（日）午後8：30～9：45

今年で22回目となるゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP 2019。全
国12会場で行われた地区大会を勝ち抜いたチームが決勝の舞台・フェニック
スCC（宮崎）にてダブルス日本一を競う模様をダイジェストにて放送。今回
は、番組実況者であり選手としても出場した皆藤慎太郎アナが大会当日に
現地からリポートする様子と共にお届けする。

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

ゴルフネットワークが、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝
えることを趣旨とするピンクリボン運動を始めて今年で15年目。今年は10月
20日にピンクリボンチャリティ試打会＆ギア診断を開催。そして11月29日に
はレディスダブルスを開催。各イベントの模様を収録し、視聴者へゴルフネット
ワークのピンクリボン運動をお伝えする。

＜放送日時＞
12/28（土）午後7：00～7：30

＜放送日時＞
12/17（火）午後10：00～10：30

「GOLF IS LOVE」をコンセプトにするゴルフアパレルブランド「Jack Bunny!! by PEARLY GATES」を手掛ける株式会社TSI
グルーヴアンドスポーツが主催するジュニアイベント決勝大会を番組化。全国で行われた予選を突破した中学・高校生のゴルファ
ーが、福島県の棚倉田舎倶楽部に集結。優勝者にはプロレギュラーツアーに出場できる権利が与えられるなど、豪華特典満載の
大会の模様をお届けする。

ジャックバニージュニアゴルフツアー2019
チャンピオンシップファイナル

ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2019
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
12/22（日）午後5：00～6：00

資生堂 企業対抗レディスゴルフトーナメント2019

ぐるなび・骨髄バンクチャリティーゴルフ大会

＜放送日時＞
12/24（火）午後11：30～深夜0：00

本大会の活動に対する理解の深い女子プロゴルファーや一般参加者には
既に年末には欠かせないプロ･アマ大会とも言える｡また､(公財)日本骨髄
バンクを支援するこの大会では､趣旨に賛同する企業など各種団体が｢ぐる
なび･骨髄バンクチャリティーゴルフ大会｣を通じて社会貢献の輪を広げてい
る｡11月18日(月)に神奈川の名門･戸塚カントリー倶楽部(西コース)で
行なわれた大会の模様をダイジェストにしてお届けする｡



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＞
～みんなの悩みをサルベージ！～２０１９年を復習するぞ
12/6（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1年の振り返り！第2回ファンコンペやフィリピンロケレポート、鹿
又大試打会など盛りだくさんでお届け。

＜放送日時＞
＃４１ 12/2（月）午後11：30～深夜0：00
＃４２ 12/16（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＞
＃８８ 12/1（日）午後10：00～10：15 ＃８９ 12/8（日）午後10：00～10：15
＃９０ 12/15（日）午後10：00～10：15 ＃９１ 12/22（日）午後10：00～10：15
＃９２ 12/29（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。

TEAM SERIZAWA

＜放送日時＞
＃３６７ 12/10（火）午後10：00～10：30
＃３６８ 12/24（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。
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debut！（仮）

【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！」。

＜放送日時＞
12/8（日）午後2：30～3：00



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＞
＃１１ 12/3（火）午後11：30～11：45
＃１２ 12/17（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＞
＃８ 12/17（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＞
＃４９ 12/10（火）午後9：30～10：00 ＃５０ 12/24（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＞
＃２０ 12/3（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＞
12/3（火）午後11：00～11：30 12/10（火）午後11：00～11：30 
12/17（火）午後11：00～11：30 12/24（火）午後11：00～11：30
12/31（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃２１２ 12/3（火）午後10：30～11：00 ＃２１３ 12/10（火）午後10：30～11：00 
＃２１４ 12/17（火）午後10：30～11：00 ＃２１５ 12/24（火）午後10：30～11：00
＃２１６ 12/31（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃６３ 12/3（火）深夜0：00～0：30 ＃６４ 12/10（火）深夜0：00～0：30
＃６５ 12/17（火）深夜0：00～0：30 ＃６６ 12/24（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/

