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今月の注目ラインアップ

【3月はPGAツアーのビッグトーナメント盛りだくさん！】

①2020年PGAツアー最初のビッグトーナメント開催！

「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」
「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ練習ラウンド」

（P.2）

②国内女子も開幕！1番ホールをとことん生中継！

「明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント
」 「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI」

（P.6～7）
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③注目のプラチナ世代の対決第2弾！

「ゴルフ真剣勝負 the MATCH
吉田優利×澁澤莉絵留」

（P.11）

©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 3/12（木）深夜2：00～午前8：00
２日目 3/13（金）深夜2：00～午前8：00
３日目 3/14（土）深夜3：00～翌午前8：00
最終日 3/15（日）深夜2：00～翌午前7：15
（※最大延長 [最終日]午前9：30まで）

ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ

©Getty Images

昨年から3月開催となった「第5のメジャー」。春先の開催となったことで、ライグ
ラス（寒冷地用の芝の一種。冬場用に秋に種がまかれ、夏前には枯れる）で
の戦いとなり、選手の技術が十二分に発揮される。1974年の開催以来TPC
と4月に開催されるマスターズを両方制したのは、2001年のタイガー・ウッズの
み。昨年も優勝したローリー・マキロイはマスターズでは21位Tと優勝争いに絡
むことはできなかった。コースは1982年から変わらずフロリダ州TPCソーグラスが
使われる。注目はやはり17Hのアイランドホール。昨年は4日間で45個のボー
ルが、さらに2007年1日目にはなんと50個ものボールが池へと吸い込まれた。
トッププロのみが参加する今大会で、いかにダメージを少なく切り抜けられるかが
鍵となる。

【大会概要】
■開催日：3/12（木）～3/15（日）
■場所：TPCソーグラス（フロリダ州）
■賞金総額：1250万ドル（優勝賞金：225万ドル）
■19年優勝：ローリー・マキロイ（北アイルランド）

ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ練習ラウンド

＜放送日時＞ ※生中継・再放送あり
前半 3/10（火）深夜0：30～2：30
後半 3/10（火）深夜3：00～翌午前5：00
（※最大延長 [前半]深夜3：00まで [後半]午前5：30まで）

「第5のメジャー」と呼ばれ、ツアーの旗艦トーナメントとして位置づけられるザ・プレ
ーヤーズチャンピオンシップの練習ラウンドを生中継でお届けする。ツアー最高の
栄誉を求めて世界のトッププレーヤーが集結する今大会。この番組では熱戦を
間近に控えた選手たちが、舞台となるTPCソーグラス攻略に向けてどのような調
整を行っているか、練習ラウンドの模様を合計4時間に渡って生中継する。勝負
のカギを握る名物の17Hパー3「アイランドホール」で練習する風景はこの番組で
しか見られないところ。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！

©Getty Images

【ザ・プレーヤーズ関連番組】



アーノルド・パーマーインビテーショナル
presented by マスターカード
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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 2/28（金）午前4：00～8：00
２日目 2/29（土）午前4：00～8：00 
３日目 2/29（土）深夜3：00～翌午前8：15 
最終日 3/1（日）深夜3：00～翌午前8：15 
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで [最終日]午前9：00まで）

ザ・ホンダクラシック

©Getty Images

1982年の開催以来、同一スポンサーの大会としては最長の38年目を迎え
る今大会。2007年から使用されているPGAナショナル・チャンピオンコースの
特徴は、15番ホールから17番ホールまでの「ベアトラップ」と呼ばれる難関ホー
ル。3ホール共に池が絡み、強風が吹き荒れる。昨年はジャック・ニクラスによる
再改修が行われ、さらに難度が高くなった。前回大会はキース・ミッチェルがリッ
キー・ファウラー、ブルックス・ケプカの猛追を振り切り、嬉しいツアー初優勝を果
たした。過去優勝者の傾向からロースコア決着が多く、いかに我慢のゴルフが
できるかが勝負の鍵となる。

【大会概要】
■開催日：2/27（木）～3/1（日）
■場所：PGAナショナル（フロリダ州）
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：122.4万ドル）
■19年優勝：キース・ミッチェル（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 3/6（金）午前4：00～午前8：00
２日目 3/7（土）午前4：00～午前8：00
３日目 3/7（土）深夜2：30～翌午前8：15
最終日 3/8（日）深夜1：30～翌午前7：15
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで [最終日]午前10：30まで）

「キング・オブ・ゴルフ」アーノルド・パーマーの名を冠し、120名のみが出場できる
招待大会。パーマーが冬の拠点として滞在したベイヒルでの開催。このコースで
過去8度の優勝経験を持つタイガーとは相性が良く、83勝目に期待がかかる。
ベイヒルクラブ＆ロッジは1961年ディック・ウィルソン設計で設立され、その後
1974年から2016年までアーノルド・パーマー所有のプライベートコースとなって
いた。2015年から芝の種類を変え、転がりが良い高速グリーンとなっている。元
々は1966年から1978年までリオピナーカントリークラブで開催されていたフロリ
ダシトラスオープンインビテーショナルの後継として行われた。

【大会概要】
■開催日：3/5（木）～3/8（日）
■場所：ベイヒルクラブ＆ロッジ（フロリダ州）
■賞金総額：930万ドル（優勝賞金：163.8万ドル）
■19年優勝：フランチェスコ・モリナリ（イタリア）

©Getty Images
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【PGAツアー】

WGC-デルテクノロジーズマッチプレー

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 3/25（水）深夜3：00～翌午前9：00
２日目 3/26（木）深夜3：00～翌午前8：00 
３日目 3/27（金）深夜3：00～翌午前8：00 
４日目 3/28（土）午後11：00～翌午前7：15 
最終日 3/29（日）午後11：00～翌午前8：15
（※最大延長 [４日目]午後8：０0まで [最終日]午前10：30まで）

WGCシリーズの第3戦は64人のマッチプレー方式で争われる。優勝者にはマッ
チプレー方式で行われていた全米プロを5度制し、1974年には世界ゴルフ殿
堂入りを果たしているウォルター・ヘーゲンの名を冠した「ウォルターヘーゲンカップ
」が授与される。開催コースは2016年から定着しているオースティンカントリーク
ラブ。1H～9Hでは隣接するオースティン湖を絡めた設計、10H～18Hでは林
の中を進む林間コースとなる。昨年優勝のケビン・キズナーは一昨年の決勝で
ババ・ワトソンに7＆6の大敗の雪辱を遂げた。予選グループステージの初戦を
落としながら優勝した初めての選手となった。

【大会概要】
■開催日：3/25（水）～3/29（日）
■場所：オースティンカントリークラブ（テキサス州）
■賞金総額：1050万ドル（優勝賞金：174.5万ドル）
■19年優勝：ケビン・キズナー（米国）

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：3/19（木）～3/22（日）
■場所：イニスブルックリゾート（フロリダ州）
■賞金総額：690万ドル（優勝賞金：120.6万ドル）
■19年優勝：ポール・ケーシー（イングランド）

©Getty Images

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 3/19（木）深夜3：00～午前7：00
２日目 3/20（金・祝）深夜3：00～午前7：00
３日目 3/21（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 3/22（日）深夜2：00～翌午前7：15
（※最大延長 [３日目]午前8：00まで [最終日]午前9：30まで）

塗装メーカー・バルスパー社が主催する今大会。お馴染みイニスブルックリゾート
で開催される。1970年に開場したこのカッパーヘッドコースは、平らなフィールド
が多いフロリダ州で、起伏したフェアウェイを持ち、なだらかに傾斜している珍しい
コースとなっている。注目は16Hからの3ホール、通称「スネークピット」。クエイル
ホローやオーガスタと並んでツアー屈指の難所とされている。飛距離よりも正確
なショット精度が要求される。大会の歴史は2000年10月、タンパベイクラシッ
クとしてスタート。2007年から3月開催に移動し、現在に至る。昨年はポール・
ケーシーが大会史上初の連覇を達成。今年は前人未踏の3連覇を目指す。

バルスパーチャンピオンシップ



みんなのPGAツアー
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【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※予選ラウンド生中継・再放送あり
１日目 3/26（木）午後11：30～深夜2：30
２日目 3/25（金）午後11：30～深夜2：30
３日目 3/29（日）午後4：00～7：00
最終日 3/30（月）午前11：00～午後1：30

コラレスプンタカナリゾート＆クラブチャンピオンシップ

©Getty Images

ドミニカ共和国のリゾート地、プンタカナで開催される今大会はWGC-デルテクノ
ロジーズと同週開催。舞台は2010年にオープンしたばかりのコラレスGC。上り
3ホールは「悪魔の肘（Devil`s Elbow）」と呼ばれる難関ホールが待ってい
る。

【大会概要】
■開催日：3/26（木）～3/29（日）
■場所： コラレスゴルフクラブ（ドミニカ共和国）
■賞金総額：300万ドル（優勝賞金：54万ドル）
■19年優勝：グレアム・マクドウェル（北アイルランド）

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3月
号はPGAツアーメンバーも使用する新作ドライバーを徹底解説！「みんなのゴル
語」、「4月大会の見どころ解説」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】
３月号 3/1（日）午前9：00～9：30

【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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国内女子ツアー2020年シーズンが今大会から幕を開ける。昨年は最終日
単独首位からでた比嘉真美子が3バーディ、3ボギー2ダブルボギーの「76」、
通算5アンダーで優勝。宮里藍以来15年ぶり地元Vとなった。

【大会概要】
■開催日：3/5（木）～3/8（日）
■コース：琉球ゴルフ倶楽部（沖縄県）
■賞金総額：１億2000万円（優勝賞金：1600万円）
■19年優勝：比嘉真美子©Getty Images

≪ダイジェスト放送≫
２日目 3/6（金）午後10：00～11：00
３日目 3/7（土）午後11：00～深夜0：00
最終日 3/8（日）午後10：15～11：45

【国内ツアー】

ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント

2020年シーズンの「とことん1番ホール生中継」が、この大会から始まる！
横浜ゴム(株)が2008年から「ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディス
カップ」として開催してきた大会に、2020年大会から明治安田生命保険相
互会社を特別協賛社として名を連ね開催される。土佐カントリークラブの1H
は、昨年難易度14位と比較的簡単なホールに位置づけられるものの、それ
でも対パーは+0.0221と、バーディー数よりもボギー数が多い。2018年まで
7年連続でプレーオフ決着だったものの、2019年は鈴木愛が4打差をつけ優
勝。今シーズン2戦目、スタートダッシュをかけるのは果たして！？

【大会概要】
■開催日：3/13（金）～3/15（日）
■コース：土佐カントリークラブ（高知県）
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■19年優勝：鈴木愛

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
２日目 3/14（土）午前8：00～11：00
最終日 3/15（日）午前8：00～10：15 
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）

明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
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アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI

新シーズンが開幕してからこの大会で1か月。スタートダッシュをできた選手、
できなかった選手が見えてくる。昨年はルーキーイヤーだった河本結が5打差
をつけて初優勝を飾った。今年も実力のあるルーキーが優勝を飾るのか、そ
れともその前に誰かが立ちはだかるのか。

【大会概要】
■開催日：3/27（金）～3/29（日）
■コース： UMKカントリークラブ(宮崎県)
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■19年優勝：河本結

≪とことん1番ホール生中継≫
１日目 3/27（金）午前8：00～11：30
２日日 3/28（土）午前8：00～11：30
最終日 3/29（日）午前8：00～10：30
（※最大延長 [最終日] 午前11：00まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 3/28（土）午前11：30～午後0：30
２日目 3/29（日）午前11：00～午後0：30
最終日 3/30（月）午後9：45～11：00

【国内ツアー】

最終日1打差の2位でスタートした上田桃子が5バーディ、3ボギーの「69」
でプレー、通算6アンダーとして逆転優勝した。2017年10月の「NOBUTA 
GROUP マスターズGCレディース」以来2季ぶりのツアー通算14勝目となっ
た。

【大会概要】
■開催日：3/ 20（金）～3/22（日）
■コース：鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県)
■賞金総額：1億円（優勝賞金：1800万円）
■19年優勝：上田桃子

≪ダイジェスト放送≫
２日目 3/22（日）午前8：00～11：00
最終日 3/22（日）午後11：00～深夜0：30

Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント

©Getty Images

©Getty Images
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【国内ツアー】

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃１２６ 3/2（月）午後11：00～11：15
＃１２７ 3/9（月）午後11：00～11：30
＃１２８ 3/16（月）午後11：00～11：30
＃１２９ 3/23（月）午後11：00～11：30
＃１３０ 3/30（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！

今年の主役は誰だ！？～2020男子ツアー開幕SP～

開幕を直後に控えた国内男子ツアー。人気低迷が叫ばれる中、今年の主役となるの
は果たして誰だ？？石川遼から選手会長のバトンを受け継ぎ、新たに新選手会長に
就任した時松隆光をゲストに国内男子ツアーの見所を語る緊急対談。誰からも愛さ
れる人柄とキャラクターで新選手会長の座に就いた時松隆光を丸裸に！更に新選手
会長と共に今年の国内男子ツアーの見所や注目選手も一挙紹介！

＜放送日時＞
3/28（土）午後1：00～ 1：30

©Getty Images



ホーグクラシック
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コロガードクラシック

DNAによるガン検査テストを開発するコロガード社がメインスポンサーと
なって3年目の大会。昨年はマスターズ、全英オープンの覇者、63歳
のマーク・オメーラが2010年以来9年ぶりの戴冠を果たした。2005年
にオープンしたオムニツーソンナショナルが舞台となる。「オムニ」とはラテ
ン語で「全て」の意味。

＜放送日時＞
１日目 3/3（火）午後8：00～9：30
２日目 3/4（水）午後7：00～9：00
最終日 3/5（木）午後8：00～10：00 

【大会概要】
■開催日：2/28（金)～3/ 1(日)
■場所：オムニツーソンナショナル（アリゾナ州)
■賞金総額：170万ドル（優勝賞金：25.5万ドル）
■19年優勝：マーク・オメーラ（米国）

【PGAツアーチャンピオンズ】

1998年から続いた東芝クラシックから新たに開催地ニューポートに本
社を置くホーグホスピタルファウンデーションがメインスポンサーとなり開催
される。舞台はカリフォルニア州ニューポートビーチカントリークラブ。

＜放送日時＞
１日目 3/10（火）午後7：30～9：00
２日目 3/11（水）午後3：30～5：30
最終日 3/12（木）午後2：00～4：00 

【大会概要】
■開催日：3/6(金）～3/8（日）
■場所：ニューポートビーチカントリークラブ（カリフォルニア州）
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：27万ドル）
■19年優勝：カーク・トリプレット（米国）

©Getty Images

©Getty Images
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【海外ツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 2/27（木）午前11：00～午後3：00
２日目 2/28（金）午前11：00～午後3：00
３日目 2/29（土）午前10：00～午後2：00
最終日 3/1（日）午前10：00～午後2：00
（※最大延長 [３日目]午後3：00まで [最終日] 午後5：00まで）

ニュージーランドオープン

©Getty Images

今年101回目を迎えるオーストラレイジアPGAツアーとアジアンツアーが共催す
るニュージーランドナショナルオープン。JGTOはパートナーシップ契約を結んでお
り、昨年は5位Tの時松隆光、星野陸也をはじめ20名の国内ツアーメンバーが
出場した。開催コースはニュージーランド南西のアロータウン近郊、ミルブルックリ
ゾートとザ・ヒルズゴルフクラブの2コースを使用して行われる。大会は1893年、
ニュージーランドアマチュア選手権として初開催。2002年にはタイガー・ウッズが
当時キャディを務めていたニュージーランド人、スティーブ・ウィリアムスのために参
戦したが、結果は振るわなかった。当時はタイガーの招待金2億ドルの回収の
ために観戦チケットを値上げしたことに地元プロが抗議。在NZ米国大使館に
は脅迫状と猛毒の化合物が届くなど混乱が生じた。

【大会概要】
■開催日：2/27（木）～3/1（日）
■場所：ミルブルックリゾート /ザ・ヒルズゴルフクラブ（ニュージーランド）
■19年優勝：ザック・マレー（オーストラリア）
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
吉田優利×澁澤莉絵留
3/4（水）午後9：00～11：00

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」。今月は「プラチナ世代 第2弾」と題して吉田優利と澁澤莉絵
留の真剣勝負をお届けする。

2000年4月17日生まれの吉田優利は、父の影響で10歳からゴルフを
始める。2016年からナショナルチーム入りし、中心メンバーとして活躍。
2017年には関東女子アマチュア選手権で優勝。2018年には、日本ジ
ュニアと日本女子アマチュアの２冠を達成し、宮里藍以来の快挙を成し
遂げた。プロの試合では、2019年5月の全米女子オープンに出場。渋野
日向子が優勝したサロンパスカップでは最終日最終組でプレーし、4位タイ
の成績を挙げた。ドライバーの平均飛距離は240ヤード。得意クラブはド
ライバー、目標のプロゴルファーはテレサルー。上田桃子や小祝さくらなどの
コーチをしている辻村明志の指導を受けている。現在も日本ウェルネスス
ポーツ大学に在学中。

2000年12月24日生まれの澁澤莉絵留は、兄の影響で9歳からゴルフ
を始める。当時は週1回、地元太田市（群馬県）が主催するスポーツア
カデミーで練習する程度だったが、中学校入学を前に関東ゴルフ連盟の
TEAM KGAジュニアのセレクションに受かったことで本格的に始動。昨年
レギュラーツアーに4試合出場し、大東建託いい部屋ネットレディスの初日
で2位タイとなり話題になる。ドライバーの平均飛距離は240y、得意クラ
ブはパター、目標のプロゴルファーはタイガーウッズ。新一万円札の肖像・
渋沢栄一の子孫。

©Getty Images

TEAM SERIZAWA

＜放送日時＞
＃３７３ 3/10（火）午後10：00～10：30
＃３７４ 3/24（火）午後10：00～10：30

2004年にスタートした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。3月からは3ヶ月に渡り、2020年のTEAM
SERIZAWA No.1を決定するバトルロイヤルを放送！1ホール毎にスコ
アの悪い選手が脱落するゲーム方式。No.1は誰に手に！？



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＞
3/6（金）午後11：00～ 深夜0：10

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。
3月はPGAショー2020を特集。ゲストに劇団ひとりを迎え、最新
面白ギアを持ち帰って検証するぞ！

＜放送日時＞
＃４７ 3/2（月）午後11：30～深夜0：00
＃４８ 3/16（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＞
＃１０１ 3/1（日）午後10：00～10：15 ＃１０２ 3/8（日）午後10：00～10：15
＃１０３ 3/15（日）午後10：00～10：15 ＃１０４ 3/22（日）午後10：00～10：15
＃１０５ 3/29（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。

江連っ寸３～ゴルフ上達の教え～

＜放送日時＞
＃５ 3/3（火）午後11：30～11：45
＃６ 3/17（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。



プレメンレッスン！Season 3
大西翔太メソッド
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【オリジナル番組】

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

今回は大西翔太コーチのメソッドを紹介する。青木瀬令奈プロのコーチ
兼キャディ としてツアーに帯同する大西コーチは、女性やジュニアなど、幅
広い層のアマチュアにもレッスンを行っている。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。

放送開始直前！白金台女子ゴルフ部

強くてかわいい“強カワ女子ゴルファー” を応援するプロジェクト「白金
台女子ゴルフ部」。4月に企画第1弾として8組全16人による優勝賞
金100万円を賭けたダブルスマッチプレートーナメントを放送予定だ。
放送を記念して、トーナメント開幕前の選手たちを特集！これを見て
4月の放送に備えよう！

＜放送日時＞
3/7（土）午後6：00～6：30



debut！
オノフ赤の結論。飛びを選べる２つのAKAドライバー。
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【オリジナル番組】

生田衣梨奈のVSゴルフ

＜放送日時＞
＃１１ 3/17（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

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、オノフの新ドライバー「AKA」を紹介する。

＜放送日時＞
3/15（日）午前11：00～11：30



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＞
＃５５ 3/3（火）午後9：30～10：00 ＃５６ 3/17（火）午後9：30～10：00
＃５７ 3/31（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＞
＃２３ 3/3（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！！

ゴルフ★パラダイス

＜放送日時＞
＃９ 3/3（火）午後11：45～深夜0：00 ＃１０ 3/10（火）午後11：45～深夜0：00
＃１１ 3/17（火）午後11：45～深夜0：00 ＃１２ 3/24（火）午後11：45～深夜0：00
＃１３ 3/31（火）午後11：45～深夜0：00

ゴルフ界の元祖アイドル・松澤知加子プロによる本格レッスン。アベレ
ージゴルファーと初心者の二人が上達を目指します。ゴルフが今より上
手くなってもっと楽しめるようになるためにはどうすればいいの？？「島根
ゴルフ倶楽部」「クラシック島根カントリークラブ」の2コースを舞台に、ゴ
ルフの楽しみ方を追求していきましょう！



牧野裕のEnjoy Golf

EASY GOLF
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
3/3（火）午後11：00～11：30 3/10（火）午後11：00～11：30 
3/17（火）午後11：00～11：30 3/24（火）午後11：00～11：30
3/31（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃２２５ 3/3（火）午後10：30～11：00 ＃２２６ 3/10（火）午後10：30～11：00 
＃２２７ 3/17（火）午後10：30～11：00 ＃２２８ 3/24（火）午後10：30～11：00
＃２２９ 3/31（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃７３ 3/3（火）深夜0：00～0：30 ＃７４ 3/10（火）深夜0：00～0：30
＃７５ 3/17（火）深夜0：00～0：30 ＃７６ 3/24（火）深夜0：00～0：30
＃７７ 3/31（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
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