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２０２０年１月見どころ

Ｐｒｏｇｒａｍ Ｌｉｎｅ-ｕｐ
ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2019年11月27日

今月の注目ラインアップ

【1月は年始特番からPGAツアーまで盛りだくさん！】

①2020年も年始特番で！

「DAYS-2041-松山英樹と進藤大典」
「杉ちゃんが行く！ 発進2020特大号！」
「ゴルフ真剣勝負 the MATCH
～葭葉ルミ×山口すず夏～」

（P.2～3）

②PGAツアーはハワイから本格開幕！

「セントリートーナメント オブ チャンピオンズ」
「ソニーオープン イン ハワイ」
「ザ・アメリカンエキスプレス」
「ファーマーズインシュランスオープン」
「ウェイストマネジメント フェニックスオープン」

（P.4～6）
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DAYS-2041-松山英樹と進藤大典
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【年始特番】

2018年11月18日。一つの物語が終わった。世界の頂を目指し、
支え合い、喜びも悲しみも分け合ってきた松山英樹と、そのキャディ
進藤大典のコンビ解消である。「すれ違い」「仲違い」…周囲の雑音
も聞こえた。ただそこには2人だけにしか分からない「フィナーレ」があっ
た。そして、コンビ解消から1年。その2人がヒザをつき合わせ再び、向
かい合う。松山英樹×進藤大典…。史上初の、2人きり、男同士の
“語り合い”。その中で見えてくる真実とは？そして、未来への思いと
は？2人の戦いの日々を見つめながら、その物語を紐解いていく。

＜放送日時＞
1/1（水・祝）午後8：00～9：00

杉ちゃんが行く！発進2020特大号！

＜放送日時＞
1/11（土）午後0：30～1：30

圧倒的な存在感を醸し出す原英莉花プロが、「杉ちゃんが行く！」初
登場。初優勝の気持ち、ファンへの想い、師匠、プロとしての使命、ツ
アーで戦う拘り、そして将来の夢など、杉ちゃんことツアープロキャディー
の杉澤伸章が、プロの階段を着実に駆け上がってきている原英莉花
プロの素顔に迫ります。また、2017年にツアー初優勝を挙げ、国内
男子ツアーを引っ張っていく存在の一人、小鯛竜也プロも登場。小鯛
竜也プロが見据える未来予想図に迫ります。そして、男子ツアー最終
戦のJTカップに潜入取材を敢行！「杉ちゃん勝手にアワード！」と銘
打ち、その名の通り、杉ちゃんが勝手に受賞者を決定！トロフィーを
授与します。
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【年始特番】

＜放送日時＞
葭葉ルミ×山口すず夏
1/1（水）午後9：00～午後11：00

ゴルフ真剣勝負 the MATCH

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」。来シーズンUSLPGAツアーに参戦する山口すず夏。渡米
前に憧れの先輩と真剣勝負をお届けする。

1993年3月生まれの葭葉ルミは5歳でゴルフを始め、プロへの意識を
もったのは高校入学後だった。2度目の挑戦となった2012年にプロテ
スト合格。16年1月にナイキと日本人女子初となるグローバル契約を
結んだ。しかし、PRGRレディス2日目のプレー中に右足首をひねり右
腓骨遠位端骨折。1か月半の離脱を余儀なくされる。だが、その年の
ニッポンハムレディスで見事逆転勝利。悲願のレギュラーツアー初優勝
を挙げた。今シーズンは37試合に出場し、トップ10を6回、最高位は
PRGRレディスとヨネックスレディスで2位。

2000年8月生まれの山口すず夏は父親と兄の影響で7歳からゴルフ
を始め、中嶋常幸が主宰するヒルズゴルフ・トミーアカデミーの２期生
。2013年、14年と神奈川アマを連覇し、2015年、葭葉と共に出
場した全米女子オープン予選会2位タイで日本史上最年少14歳
341日で海外メジャーへの出場を果たす。2018年11月に米国女
子ツアーの最終予選・Qシリーズに挑戦。日本人選手で唯一最終予
選会に進出し、19年米ツアーの出場権を獲得。宮里藍、畑岡奈紗
に続く史上３人目の女子高校生プロゴルファーとなった。今年も河本
結と共にQシリーズに挑戦し、見事、来季の米ツアー出場権を獲得し
た。
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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 1/3（金）午前8：00～午後0：00
２日目 1/4（土）午前8：00～午後0：00
３日目 1/5（日）午前6：00～午前10：15
最終日 1/6（月）午前8：00～午後0：15
（※最大延長 [３日目]午前11：00まで [最終日]午後1：30まで）

ソニーオープン イン ハワイ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 1/10（金）午前9：00～午後0：30
２日目 1/11（土）午前9：00～午後0：30 
２日目 1/12（日）午前9：00～午後0：45 
最終日 1/13（月）午前8：00～午後0：15
（※最大延長 [３日目]午後1：30まで [最終日]午後1：30まで）

ハワイアンスイング2戦目は、オアフ島ワイアラエカントリークラブで開催。日本人
選手と本大会の歴史は長い。1929年のハワイアンオープンには日本人が海外
ツアーに初参戦。さらに1983年には、青木功が日本人初のPGAツアー優勝を
果たした。昨年は7人が出場し、今平周吾が33位T、松山英樹51位T。今年
も多くの日本人選手が出場予定。開催コースのワイアラエカントリークラブは
1927年セス・レイナ―設計。「ワイアラエ」はハワイの言葉で「湧き水」を意味し
、湿地帯に建設されているコースになる。1965年から同大会を開催し、ワイキ
キ市内からもアクセス良好。

【大会概要】
■開催日：1/9（木）～1/12（日）
■場所：ワイアラエカントリークラブ（ハワイ州）
■賞金総額：660万ドル（優勝賞金：115.2万ドル）
■19年優勝：マット・クーチャー（米国）

セントリートーナメント オブ チャンピオンズ

©Getty Images

昨シーズンのツアー優勝者のみが出場する大会。12月のウィンターブレークを
終え、王者がハワイ、カパルアリゾートに集う！舞台となるカパルアリゾート、プラ
ンテーションコースはツアーで唯一、パー73で設定されている。起伏にも富んで
いる。大会の起源は古く、1953年「トーナメントオブチャンピオンズ」としてラスベ
ガスで初開催。1999年からハワイに会場を移し開催している。今年はZOZO
チャンピオンシップで優勝したタイガー・ウッズも出場予定。2000年以来3度目
の優勝を狙う。2018年からメインスポンサーを務めるセントリーインシュアランス
は米国最大のビジネス保険専門の保険会社。

【大会概要】
■開催日：1/2（木）～1/5（日）
■場所：プランテーションコース at カパルアリゾート（ハワイ州）
■賞金総額：670万ドル（優勝賞金：130万ドル）
■19年優勝：ザンダー・ショフレ（米国）

©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 1/17（金）午前5：00～午前9：00
２日目 1/18（土）午前5：00～午前9：00
３日目 1/19（日）午前5：00～午前9：15
最終日 1/20（月）午前5：00～午前9：15
（※最大延長 [３日目]午前10：00まで [最終日]午前10：30まで）

ファーマーズインシュランスオープン

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 1/24（金）午前5：00～午前9：00
２日目 1/25（土）午前5：00～午前9：00
３日目 1/25（土）深夜3：00～翌午前8：15 
最終日 1/26（日）深夜3：00～翌午前8：45
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで [最終日]午前9：00まで）

ウエストコーストスイング第2戦。1月最後の大会は名門コース、トーレパインズ
ゴルフコースで開催。タイガー・ウッズに所縁があり、08年全米OP最終日の18
番でのスーパーショットと咆哮、表舞台から姿を消す最後の大会になり、2018
年の復活に選んだのもこのコースだった。前回大会もシーズン初戦にこの大会
を選び、今年も出場が濃厚とされている。1957年にオープンしたトーレパイン
ズゴルフコースは第二次世界大戦中に米軍キャンプとして使用されていた土地
にオープン。ノースコース、サウスコースの全36ホールのコースで、特にノースコー
スのバックナインの海岸線の景色はツアー屈指の絶景である。

【大会概要】
■開催日：1/23（木）～1/26（日）
■場所：トーレパインズゴルフコース サウスコース（カリフォルニア州）
■賞金総額：750万ドル（優勝賞金：127.8万ドル）
■19年優勝：ジャスティン・ローズ（イングランド）

ザ・アメリカンエキスプレス

©Getty Images

ハワイアンスイングを終え、舞台は米国西海岸での“ウェストコーストスイング”へ
。初日から3日目までPGAウエストスタジアムコース、PGAウエストコース、ラキン
タカントリークラブの3コースをプロアマ形式でプレーし、最終日はメイン会場とな
るPGAウェストスタジアムコースを舞台にプロのみで争われる。プロアマも歴史が
あり、過去にはドワイト・アイゼンハワー大統領やサミュエル・L・ジャクソンなど大
物が参加している。メインコースとなるPGAウエストスタジアムコースは1986年
ピート・ダイの設計。スコットランドのリンクススタイルを参考にしており、ゴルフダイ
ジェストのアメリカトップ100コースにも選ばれている。PGAツアー屈指の難コース
として知られており、あまりの難しさに1988年から2015年まで選手の署名活
動によって大会での使用を禁止されていた。

【大会概要】
■開催日：1/16（木）～1/19（日）
■場所： PGAウエストスタジアムコース（カリフォルニア州）
■賞金総額：670万ドル（優勝賞金：106.2万ドル）
■19年優勝：アダム・ロング（米国）

©Getty Images
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【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 1/31（金）午前5：00～午前9：00
２日目 2/1（土）放送予定
３日目 2/2（日）放送予定
最終日 2/3（月）放送予定

ウェイストマネジメント フェニックスオープン

©Getty Images

TPCスコッツデールで開催される本大会の最大の特徴はその観客数。一昨年
の大会は4日間で71万9000人のギャラリーを記録。（昨年は未発表）
チャリティにも力を入れており、昨年大会は1,220万ドル（約13億3,000万
円）を集め、累計で1億3,400万ドル（約146億円）に達している。
また大会期間中の夜には、音楽フェス「バードネスト」も開催されるなど、ゴルフ
以外のレジャーも充実している。名物はもちろん16番ホール。360度にギャラリ
ースタンドがそびえ立つ174ヤード（パー3）でギャラリーを味方につけることが
できるかが優勝への鍵。松山英樹は2016年、2017年と連覇を果たしている
相性の良い大会で好結果を期待したい。

【大会概要】
■開催日：1/30（木）～2/2（日）
■場所：TPCスコッツデール（アリゾナ州）
■賞金総額：730万ドル（優勝賞金：127.8万ドル）
■19年優勝：リッキー・ファウラー（米国）



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。1
月号は2月のビッグトーナメント、ウエイストマネジメントの見どころを徹底解説！
「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】
1月号 1/5（日）午前11：00～11：30

【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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三菱エレクトリックチャンピオンシップ at フアラライ

直近2年間のツアーチャンピオンを筆頭に、メジャーチャンピオン、ツアー
5勝以上のプレーヤーなど、豪華な顔ぶれが集結するこの大会からシ
ーズンが本格的に幕を開ける。風光明媚なフアラライを舞台に繰り広
げられるシーズン序盤戦に注目だ！

＜放送日時＞
１日目 1/21（火）午後7：00～9：00
２日目 1/22（水）午後7：00～9：00
最終日 1/23（木）午後7：00～9：00 

【大会概要】
■開催日：1/17（金)～1/19（日）
■場所：フアラライゴルフコース（ハワイ州)
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：30.5万ドル）
■19年優勝：トム・リーマン（米国）

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images



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＞
～診療所３ 野人ＶＳ新世代アイアン！？
1/3（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
は野人岡野ことJ3ガイナーレ鳥取のゼネラルマネージャー岡野雅
行さんのお悩みを解決するぞ！鹿又、ＱＰの最近の一番の衝撃
はアイアンの進化！とのことで新世代アイアンと位置付けるクラブた
ちが野人岡野を進化させるか！？そもそも新世代ってどんなこと
？

＜放送日時＞
＃４３ 1/6（月）午後11：30～深夜0：00
＃４４ 1/20（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＞
＃９３ 1/5（日）午後10：00～10：15 ＃９４ 1/12（日）午後10：00～10：15
＃９５ 1/19（日）午後9：30～9：45 ＃９６ 1/26（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＞
＃３６９ 1/14（火）午後10：00～10：30
＃３７０ 1/28（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。1月2月放
送のゲストは、 2015年にジュニア時代、有望高校生として出演し
た原英莉花がプロになって凱旋出演！シニア、男子、女子による３
TOURSで9ホールのガチンコ勝負をお届けする。

©Getty Images



江連っ寸３～ゴルフ上達の教え～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 1/7（火）午後11：30～11：45
＃２ 1/21（火）午後11：30～11：45 

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が、モデル、ヨガインストラクター、コ
ンディショニングトレーナーなど様々な“顔”を持つ関根麻衣子に、ラウン
ドをしながら実践的なレッスンを行っていく。その上達を見守る進行役
は、数多くのスポーツの名場面で実況を担当してきた「世界の松下」こ
と松下賢次。プロを教えるプロとして数々の実績を残してきた江連忠
が、1打でもスコアを少なくしたいゴルファーに、テクニックだけでなくコース
マネジメントやメンタルアプローチなど様々な角度からゴルフ上達に必
要な要素を伝えていく。

＜放送日時＞
＃１ 1/1（水）午後11：30～11：45
＃２ 1/8（水）午後11：30～11：45 
＃３ 1/15（水）午後11：30～11：45 
＃４ 1/22（水）午後11：30～11：45 

今回は和田泰朗プロのメソッドを紹介する。日本人では２人目となる「
USGTF LEVEL IVライセンス」を取得し、2018、2019年と世界ゴルフ
教師連盟の世界トップ100ティーチングプロに選出。笹原優美プロの指
導でも知られている。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
和田泰朗メソッド



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＞
＃５１ 1/7（火）午後9：30～10：00 ＃５２ 1/21（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＞
＃２１ 1/7（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！！

生田衣梨奈のVSゴルフ

＜放送日時＞
＃９ 1/21（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



牧野裕のEnjoy Golf

EASY GOLF
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
1/7（火）午後11：00～11：30 1/14（火）午後11：00～11：30 
1/21（火）午後11：00～11：30 1/28（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃２１７ 1/7（火）午後10：30～11：00 ＃２１８ 1/14（火）午後10：30～11：00 
＃２１９ 1/21（火）午後10：30～11：00 ＃２２０ 1/28（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃６７ 1/7（火）深夜0：00～0：30 ＃６８ 1/21（火）深夜0：00～0：30
＃６９ 1/21（火）深夜0：00～0：30 ＃７０ 1/28（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/

