
1

ゴルフネットワーク
２０２０年４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

２０２０年２月２６日

今月の注目ラインアップ

【4月は男子ツアー開幕戦＆ビッグトーナメントが開幕】

①国内男子ツアー開幕戦＆日本最古のビッグトーナ
メントをとことん1番ホール生中継！

「東建ホームメイトカップ」
「中日クラウンズ」
「とことん練習ラウンド生中継 中日クラウンズ」

（P.2～3）

②今年の“男子ツアーの顔“選手会長を特集！

「ゴルフ真剣勝負 the MATCH
時松隆光×中西直人」

（P.5）

©Getty Images

©Getty Images

③小平智、復活へ勝負の4月！

「バレロテキサスオープン」
「RBCヘリテイジ」

（P.7）
©Getty Images
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この大会から本格的な国内男子ツアーが始まる。昨年は、最終日トップから
2打差でスタートしたB・ジョーンズが逆転で7年ぶり2回目の優勝を挙げ、外
国人選手としては歴代2位となる日本男子ツアー15勝目を飾った。春先の
コースはまだ芝が伸びていないためグリーン周りが勝負のカギとなりトッププロの
技術が試される。475ヤードと距離がある1番ホールではその風を味方にでき
たものがバーディーを奪うことが可能となる。グリーンも大きいため正確なアイア
ンショットとアプローチが必要となるスタートホールではトッププロたちの高い技
術に注目！

【大会概要】
■開催日：4/16（木）～4/19（日）
■コース：東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）
■賞金総額：１億3000万円（優勝賞金：2600万円）
■19年優勝：ブランダン・ジョーンズ（オーストラリア）

©JGTO

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 4/18（土）午前7：30～10：30
最終日 4/19（日）午前7：30～10：15 
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）

【国内ツアー】

静岡県、葛城ゴルフ倶楽部山名コースで行われる大会。昨年は最終日首
位に4打差の3位からスタートした成田美寿々が6バーディ、1ボギーの「67」
で回り、通算5アンダーで逆転優勝を果たした。2018年10月「富士通レデ
ィース」以来となるツアー通算12勝目を手にした。

【大会概要】
■開催日：4/2（金）～4/5（日）
■コース：葛城ゴルフ倶楽部山名コース（静岡県）
■賞金総額：1億円（優勝賞金：1800万円）
■19年優勝：成田美寿々

©Getty Images

≪ダイジェスト放送≫
３日目 4/7（火）午後6：00～9：00
最終日 4/8（水）午後8：00～11：00

東建ホームメイトカップ

ヤマハレディースオープン葛城
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国内男子ツアー第2戦。今年で61回目の開催を迎える今大会の舞台とな
る名古屋ゴルフ倶楽部・和合コースは距離が短いものの、グリーンが小さく、
かつ砲台状のホールも多い。さらに起伏や芝目がパッティングをより悩ませる。
ツアー屈指の難コースといわれる所以のひとつである。そんな今大会の1番ホ
ールを4日間長時間生中継。1番ホールのポイントはセカンドショット。グリーン
が狭く、どの場所から打つかで攻め方が変わる。ティーショットをフェアウェイに収
めるのはもちろん、どの角度からグリーンを狙うかも重要だ。さらに、ポイントとは
まったく関係なく、左の林を越え1オンを狙う選手も。ティーイングエリアからグリ
ーンはまったく見えないが、1998年には中島常幸がホールインワンを達成し
た。GWは中日クラウンズをたっぷり満喫！

【大会概要】
■開催日：4/30（木）～5/3（日）
■コース：名古屋ゴルフ倶楽部・和合コース（愛知県）
■賞金総額：１億2000万円（優勝賞金：2400万円）
■19年優勝：宮本勝昌

©JGTO

≪とことん1番ホール生中継≫
１日目 4/30（木）午前7：00～午後0：00
２日目/３日目/最終日 5月放送予定
≪ダイジェスト放送≫
１日目 4/30（木）午後10：00～深夜1：00
２日目/３日目/最終日 5月放送予定

【国内ツアー】

プロが試合前は、どのような表情でどんな練習をしているのかじっくり見せる。指定練習日は全ての大会で平日に実施されているた
め、多くの視聴者が現場に行けないのが実状。そんなゴルフ好きの視聴者に現場に行ったかのような雰囲気を味わって頂く。男子
ツアーは「華がない」というイメージを持たれているが、世間が知らないだけで魅力のある選手は沢山いる。そんな選手たちの試合で
は見られないリラックスした表情を金谷多一郎プロ、杉澤伸章プロキャディとお伝えする。

≪とことん練習ラウンド生中継≫
前半 4/28（火）午前10：00～午後0：00
後半 4/28（火）午後1：00～3：00

中日クラウンズ

とことん練習ラウンド生中継 中日クラウンズ
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【国内ツアー】

中日クラウンズ過去大会一挙放送

＜放送日時＞
２０１０年大会 4/29（水・祝）午後0：00～2：00
２０１３年大会 4/29（水・祝）午後2：30～4：30
２０１４年大会 4/25（土）午前8：30～11：00
２０１５年大会 4/25（土）午前11：00～午後1：00
２０１７年大会 4/26（日）午前9：00～11：00
２０１８年大会 4/26（日）午前11：00～午後1：00
２０１９年大会 4/29（水・祝）午後5：00～7：30

中日クラウンズ開幕を前に、これまでにゴルフネットワークが放送した大会の中から厳選し一挙放送！松村道央が、当時ルーキーな
がら2週連続優勝を狙った松山英樹を退けた2013年大会や、片岡大育がプレーオフで敗れて悔し涙を流した2016年大会、当
時選手会長であった宮里優作が最終ホールで劇的なウィニングパットを沈めた2017年大会、そして石川遼が世界最小ストローク
「58」を記録した2010年大会。「中日クラウンズ」の名勝負・名シーンをもう一度振り返る。

クラウンズへの招待

＜放送日時＞
＃１ 4/5（日）午後4：30～4：45
＃２ 4/5（日）午後4：45～5：00

今年61回目を迎える中日クラウンズ。過去には、アーノルド・パーマー、ジャック・ニクウス、セベ・バレステロスなど、“伝説”とも言え

る世界のトッププレーヤーたちも挑んだ「和合」。ジャスティン・ローズの初出場初優勝、石川遼の奇跡の「58」、ルーキー松山英

樹の優勝争いなど、語り継がれる名場面をお届けする15分番組。
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【国内ツアー】

＜放送日時＞
時松隆光×中西直人～今年の男子ツアーの顔・新選手会長ｖｓ新理事～
4/1（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「今年の男子ツアーの顔・新選手会長vs新理事」と題して時松
隆光と中西直人の真剣勝負をお届けする。

1993年9月7日生まれの時松隆光は、生後4ヶ月で先天性の心臓病と
診断され4歳の時に手術を受ける。父が「健康のため」と練習場に連れ出し
たのをきっかけに5歳でゴルフを始めた。沖学園高校時代の2009年には、
全国高校選手権で団体優勝。11年にはナショナルチームのメンバーに選
出され、世界ジュニアに出場。12年にプロ転向し、登録名を本名の源蔵
（げんぞう）から、福岡のお寺で授かった隆光（りゅうこう）に変更。
2016年、チャレンジツアーの優勝から出場資格を得て、ダンロップスリクソン
福島オープンでツアー初優勝、更に、その流れで日本プロゴルフマッチプレー
に招待され、3試合連続優勝。わずか3戦で1億1180万を手にし、シンデ
レラストーリーとして話題になった。チャレンジツアーの優勝資格で、レギュラ
ーツアーに出場した選手のトーナメント優勝は史上初の快挙だった。2020
年シーズンは、選手会長として“国内男子ツアーの顔”となり、男子ゴルフ界
を牽引する。2020年度JOC認定オリンピック強化指定選手にも選ばれた
。

1988年8月11日生まれの中西直人は、兄の影響で9歳からゴルフを始め
る。日本大学時代には、関西アマ優勝などの成績を残した。2010年にプ
ロ転向。2018年にはプロ転向から10年目で初のシード入りを果たした。ラ
ウンド中は、大きなリアクションやヨガのポーズを披露する明るいキャラクターで
観客を楽しませ、人気も上昇中。いつしかオリジナルの応援ウェアを着るファ
ンをコースに呼びこんだ。初のJGTO理事に就任した今年は、観られる喜び
も力に変え、更なる飛躍の年にする。



ノジマチャンピオンカップ箱根シニアプロゴルフトーナメント
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【国内ツアー】

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃１３１ 4/6（月）午後11：00～11：30
＃１３２ 4/13（月）午後11：00～11：30
＃１３３ 4/20（月）午後11：00～11：30
＃１３４ 4/27（月）午後11：00～11：30

3シーズン目を迎えた「ぎゅっと週刊国内ツアー」は今年も番組尺は30分でスタート！

どこよりも詳しい大会ハイライトに加え優勝者を含めた選手インタビューも充実。優勝キャディ

ーに聞いた選手とラウンド中に交わした知られざる会話や恒例の優勝セッティング紹介する

WITBなどゴルフファンにとってはうれしい情報もお届け！

「箱根町を応援したい」という想いから開催に至った今大会も今年で5回目。国内シニアツアー第2戦として、箱根カントリークラブ
を舞台に2日間にわたって行われる。自然の息吹を感じることのできる大自然に囲まれたコースだけに、コースマネジメントが特に重
要となる。昨年は、最終日に5位からスタートした秋葉真一が5バーディ、ノーボギーの「67」の好スコアをマーク。通算9アンダーで
逆転優勝を果たし、2016年大会に続く大会2勝目を挙げた。今年、今大会を制してシーズン序盤戦の勢いをつけるのは果たし
て！？シニアプレーヤーたちによる熟練の技にも注目だ！

【大会概要】
■開催日：4/16（木）～4/17（金）
■コース：箱根カントリークラブ（神奈川県）
■賞金総額:5000万円（優勝賞金：－万円）
■19年優勝：秋葉真一

≪ダイジェスト放送≫
１日目 4/16（木）午後11：00～深夜1：00
最終日 4/17（金）午後11：00～深夜1：00
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【PGAツアー】

RBCヘリテイジ

50年以上スケジュールが変わらない5大会のうちの1つで、マスターズ翌週に開
催され今年で51回目を迎える今大会。舞台は変わらずピート・ダイ設計のサ
ウスカロライナ州ヒルトンヘッドのハーバータウンゴルフリンクス。第1回優勝者は、
かのアーノルド・パーマーである。優勝者にはスコティシュタータン協会公認の「ヘ
リテイジプレイド」と呼ばれるタータンジャケットが贈られる。昨年はC.T.パンが台
湾勢として32年ぶりのツアー優勝を果たした。12月のザ・プレジデンツカップで
は松山英樹との名コンビで米国選抜相手に激闘を繰り広げた。また、一昨年
の小平智のPGAツアー初優勝も忘れてはならない。日本人最速のPGAツアー
15戦目での優勝から早2年。復活に期待がかかる。

【大会概要】
■開催日：4/16（木）～4/19（日）
■場所：ハーバータウンゴルフリンクス（サウスカロライナ州）
■賞金総額：710万ドル（優勝賞金：124.2万ドル）
■19年優勝：C.T.パン（台湾）

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：4/2（木）～4/5（日）
■場所： TPCサンアントニオAT&Tオークスコース（テキサス州）
■賞金総額：770万ドル（優勝賞金：135万ドル）
■19年優勝：コーリー・コナーズ（カナダ）

©Getty Images

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 4/3（金）午前5：00～8：00
２日目 4/4（土）午前5：00～8：00
３日目 4/4（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 4/5（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10：30まで）

スケジュール改定に伴い昨年からマスターズ前週開催となった大会。例年マスタ
ーズ前週大会に出場しているフィル・ミケルソンやジョーダン・スピース、ヘンリク・
ステンソンなどの出場が見込まれる。舞台はグレッグ・ノーマン設計のテキサス州
TPCサンアントニオのAT&Tオークスコース。同大会はPGAツアーで最古の同
一都市での大会としても有名で、2022年には100回目の記念大会が行われ
る。2002年からスポンサーとなっている石油会社バレロエナジーは2028年まで
のスポンサー契約を更新している。

バレロテキサスオープン

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 4/17（金）午前4：00～7：00
２日目 4/18（土）午前4：00～7：00
３日目 4/18（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 4/19（日）深夜2：00～翌午前7：15
（※最大延長 [３日目]午前7：30まで [最終日]午前9：30まで）
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【PGAツアー】

ウェルズファーゴチャンピオンシップ

2003年からノースカロライナ州シャーロットの名門クエイルホロークラブで行われ
る大会。オーガスタナショナルのパー3コースを設計したジョージ・コブが1961年
に設計したコースは、16番からの3ホールが「グリーンマイル」と呼ばれ、ツアー屈
指の難易度を誇る。フェアウェイが狭く、側面には小川が流れ、池越えもある。
17年には全米プロが開催され、21年のプレシデンツカップも予定されている。
2003年ワコビアチャンピオンシップとして初開催され、スポンサーを務めていたワ
コビアを吸収した米国4大銀行のひとつ、ウェルズファーゴが2011年からスポン
サーを務めている。

【大会概要】
■開催日：4/30（木）～5/3（日）
■場所：クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）
■賞金総額：810万ドル（優勝賞金：142.2万ドル）
■19年優勝：マックス・ホーマ（米国）

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：4/23（木）～4/26（日）
■場所： TPCルイジアナ（ルイジアナ州）
■賞金総額：740万ドル（優勝賞金：105.12万ドル）
■19年優勝：ライアン・パーマー（米国）＆ジョン・ラーム（スペイン）

©Getty Images

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 4/24（金）午前4：30～7：30
２日目 4/25（土）午前4：30～7：30
３日目 4/25（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 4/26（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10：30まで）

4年目となるツアー唯一のチーム戦での大会は音楽の都として知られるニューオ
リンズ、TPCルイジアナで開催される。決勝ラウンドのスタートホールでは各選手
が自ら選んだ曲で登場するなど、PGAツアーの中でも新しい試みを採用する大
会となっている。実は1938年から開催されている歴史ある大会だが（1948
年から1958年まで開催なし）、マスターズ直後とあってトッププロの出場が少
なかった為、新たな施策としてプレー方式を変更した珍しい経緯を持つ。昨年
はライアン・パーマー＆ジョン・ラーム組がセルヒオ・ガルシア＆トミー・フリートウッド
組の追撃を逃げ切り、優勝を果たした。

チューリッヒクラシック オブ ニューオリンズ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 4/30（木）深夜3：00～翌午前7：00
２日目
３日目 5月放送予定
最終日



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。
4月号は世界中のコーチ、ゴルファーを指導するマイク・アダムスの来日イベントに
潜入！「みんなのギア情報局」ではタイガー・ウッズも使用するシャフト、ディアマナ
Dリミテッドを徹底解説！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】
４月号 4/5（日）午後4：00～4：30

【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。



三菱エレクトリッククラシック
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ラピスキャンシステムズクラシック

西海岸シリーズから東部ミシシッピ州へ移動しての戦い。X線検査装
置を提供するラピスキャンシステムズがメインスポンサーとなり3年目を
迎える。

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

【大会概要】
■開催日：3/27（金)～3/ 29(日)
■場所：フォーレンオークス（ミシシッピ州)
■賞金総額：160万ドル（優勝賞金：24万ドル）
■19年優勝：ケビン・サザーランド（米国）

【PGAツアーチャンピオンズ】

2013年からジョージア州アトランタで開催されている三菱エレクトリック
クラシック。グレッグ・ノーマン設計で1997年から2008年までAT&Tク
ラシックが開催されたTPCシュガーローフで戦いが繰り広げられる。昨
年はスコット・マキャロンがチャンピオンズ9勝目を飾った。その後2勝し、
年間王者に輝いた。

＜放送日時＞
１日目 4/21（火）午後7：00～9：00
２日目 4/22（水）午後7：00～9：00
最終日 4/23（木）午後7：00～9：00 

【大会概要】
■開催日：4/17(金）～4/19（日）
■場所：TPCシュガーローフ（ジョージア州）
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：27万ドル）
■19年優勝：スコット・マキャロン（米国）

©Getty Images

©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＞
～新機能をサルベージ！～ホールインワンの奇跡
4/3（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。

＜放送日時＞
＃４９ 4/6（月）午後11：30～深夜0：30

4月は60分拡大版でお届け！
“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。



TEAM SERIZAWA
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃３７５ 4/14（火）午後10：00～10：30
＃３７６ 4/28（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。4月は3月から放送しているTEAM SERIZAWA
No.1を決定するバトルロイヤルの模様をお届け！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！？

あすゴル！ゴルフ部

＜放送日時＞
＃１０６ 4/5（日）午後10：00～10：15 ＃１０７ 4/12（日）午後10：00～10：15
＃１０８ 4/19（日）午後10：00～10：15 ＃１０９ 4/26（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。



ゴルフ６
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【オリジナル番組】

江連っ寸４～ゴルフ上達の教え～

＜放送日時＞
＃１ 4/7（火）午後11：30～11：45
＃２ 4/21（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、ゴルフモデルの鈴木絵美子に、
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＞
１R 4/15（水）午後10：00～10：30

2017年、「4日間・72ホールのストロークプレー」という従来の伝統を捨て、全く新しいフォーマットでの公式戦がヨーロッパで産声
を上げたのをご存知だろうか。【ゴルフシックス】。この大会は、6ホール勝負のマッチプレーで行われ、ゴルフを新たな領域へと導いた
。そして、2020年日本でまだ馴染みのないフォーマットで新たな歴史そして伝統が始まっていく。独自路線を常に追求し挑戦をし
続け、自らの信念を曲げることなく自分自身や後世の為に進むべき道を切り開いてきたタケ小山が6ホールマッチプレーそしてゴル
フ全体の普及の為に立ち上がった。タケ小山が挑戦状をたたきつけてきた腕に自信のあるゴルファーを迎え撃つ。「プロゴルファーの
プライドとして、負けることは許されない」。「アマチュアでもプロに勝つことが出来ることを証明したい」。お互いの強い想いがぶつかっ
たとき、どんな化学反応が起こるのか。そして、6ホールでのマッチプレーは、どんなドラマを生み出すのか。



江連っ寸３～ゴルフ上達の教え～
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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＞
＃１２ 4/21（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

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月の放送は、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。

＜放送日時＞
＃１ 4/15（水）午後11：00～11：30 ＃２ 4/22（水）午後11：00～11：30
＃３ 4/29（水・祝）午後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＞
＃５８ 4/21（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＞
＃２４ 4/7（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！！

ゴルフ★パラダイス

＜放送日時＞
＃１４ 4/7（火）午後11：45～深夜0：00 ＃１５ 4/14（火）午後11：45～深夜0：00
＃１６ 4/21（火）午後11：45～深夜0：00 ＃１７ 4/28（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＞
4/7（火）午後11：00～11：30 4/14（火）午後11：00～11：30 
4/21（火）午後11：00～11：30 4/28（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃２３０ 4/7（火）午後10：30～11：00 ＃２３１ 4/14（火）午後10：30～11：00 
＃２３２ 4/21（火）午後10：30～11：00 ＃２３３ 4/28（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃７８ 4/7（火）深夜0：00～0：30 ＃７９ 4/14（火）深夜0：00～0：30
＃８０ 4/21（火）深夜0：00～0：30 ＃８１ 4/28（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/

