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ゴルフネットワーク
２０２０年６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４月２７日

今月の注目ラインアップ

【6月はPGAツアー再開大特集！】

②国内女子ツアーを2週連続とことん生中継！

「宮里藍サントリーレディスオープン
ゴルフトーナメント」

「ニチレイレディス」

（P.４）

①PGAツアーいよいよ再開！
プレーオフ＆シード権争いに注目！

「チャールズ・シュワブチャレンジ」
「RBCヘリテイジ」
「トラベラーズチャンピオンシップ」

（P.２~P.３）
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【PGAツアー】

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：6/11（木）～6/14（日）
■場所： コロニアルカントリークラブ（テキサス州）
■賞金総額：750万ドル（優勝賞金：131.4万ドル）
■19年優勝：ケビン・ナ（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 6/12（金）午前5：00～8：00
２日目 6/13（土）午前5：00～7：30
３日目 6/13（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 6/14（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11：00まで）

スケジュールの改定に伴い、5月開催から6月に変更され行われる大会。以前
はフォートワースインビテーショナルとして行われていた。1946年にスタートし、ツ
アーで10番目の歴史を誇る。第1回、第2回を連覇したのが、ツアー64勝「ザ
・ホーク」の異名をもつベン・ホーガンである。その後も大会史上最多の5度の優
勝を成し遂げ、この大会も「HOGAN‘S ALLEY（ホーガンの小道）」と呼ば
れるようになった。コースは1936年オープンのコロニアルカントリークラブ。距離が
短く、フェアウェイが狭い。ショットメーカーに有利なコースとされている。

チャールズ・シュワブチャレンジ

RBCヘリテイジ

スケジュールの改定に伴い、4月開催から6月に変更され行われる大会。 舞台
は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ッ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：6/18（木）～6/21（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

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 6/19（金）午前4：00～7：00
２日目 6/20（土）午前4：00～7：00
３日目 6/20（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 6/21（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10：00まで）
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【PGAツアー】

トラベラーズチャンピオンシップ

ローリー・マキロイ、ジャスティン・トーマスなどトッププロが既に出場を表明してい
る。舞台は1984年からコネチカット州TPCリバーハイランズで行われている。
1928年ミドルタウンゴルフクラブとして開場した名門コースは1980年代初頭に
PGAツアーに購入され、ピート・ダイによってTPC基準へと再設計された。2016
年にはジム・フューリックがギネス記録タイのスコア「58」を記録するなど、例年ハ
イスコアの優勝争いが展開される。

【大会概要】
■開催日：6/25（木）～6/28（日）
■場所： TPCリバーハイランズ（コネチカット州）
■賞金総額：740万ドル（優勝賞金：129.6万ドル）
■19年優勝：チェズ・リービー（米国）©Getty Images

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 6/26（金）午前4：00～7：00
２日目 6/27（土）午前4：00～7：00
３日目 6/27（土）深夜2：00～翌午前7：15 
最終日 6/28（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10：00まで）

PGAツアーハイライト～今日の松山英樹～

【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。

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。
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1990年から始まった大会で、2018年大会から大会アンバサダーに宮里藍を
迎え、大会名も変更された。2012年まではメジャー大会を除いて女子ツアー
唯一の4日間大会だった。開催コースは六甲国際ゴルフ倶楽部。今年から優
勝者と2位の選手にはAIG全英女子オープンの出場権が付与されることにな
り、戦いはさらに激しくなることが予想される。

【大会概要】
■開催日：6/11（木）～6/14（日）
■コース：六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）
■賞金総額：１億5000万円（優勝賞金：-万円）
■19年優勝：鈴木愛

©Getty Images

【国内ツアー】

とことん1番ホール初登場！今年で15回目となる大会。舞台は千葉県の袖
ケ浦カンツリークラブ。1965年11月20日に開場し、フラットな地形が続く美
しい名門コース。1番ホールは511ヤードのパー5。フェアウェイが広く設計され
、クロスバンカーもないためティーショットは思い切りよく振り抜くことができる。し
かし、セカンド地点からグリーンまで打ち上げになっており、3打目の距離感が
重要となる。2018年、2019年大会は鈴木愛が連覇を達成。3連覇に期
待が高まる。

【大会概要】
■開催日：6/19（木）～6/21（日）
■コース：袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース（千葉県）
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■19年優勝：鈴木愛

©Getty Images

宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 6/13（土）午前7：30～10：30
最終日 6/14（日）午前7：30～10：30
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 6/11（木）深夜0：00～2：00 ２日目 6/12（金）深夜0：00～2：00
３日日 6/13（土）深夜1：00～2：00 最終日 6/14（日）午後11：30～深夜1：00

≪とことん1番ホール生中継≫
２日目 6/20（土）午前7：00～10：30
最終日 6/21（日）午前7：30～10：15
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）

ニチレイレディス



ぎゅっと週刊国内ツアー
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【国内ツアー】

＜放送日時＞
＃１３９ 6/1（月）午後11：00～11：30
＃１４０ 6/8（月）午後11：00～11：30
＃１４１ 6/15（月）午後11：00～11：30
＃１４２ 6/22（月）午後11：00～11：30
＃１４３ 6/29（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！
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【国内ツアー】

今年で4回目の開催となる今大会は、ゴルフネットワークで好評放送中の「あすゴル！ゴルフ部」活動の舞台でもあるイーストウッド
カントリークラブで行われる。昨年は51歳の山添昌良が連覇を果たした昨年大会。3連覇となるか、注目が集まる。番組では、1
日目・2日目も振り返りながら、最終日の模様を中心に放送。

【大会概要】
■開催日：6/4（金）～6/6（日）
■コース：イーストウッドカントリークラブ（栃木県）
■賞金総額：5000万円（優勝賞金：-万円）
■19年優勝：山添昌良

すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント

≪ダイジェスト放送≫
6/7（日）午後10：15～11：45
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【国内ツアー】

＜放送日時＞
2020年6月からリニューアル！9ホールのマッチプレートーナメントを開催！
6/3（水）午後9：00～10：30

ゴルフ真剣勝負 the MATCH
～チーム孔明 ３マッチトーナメント～

2016年4月に放送をスタートし、これまで49組（2020年4月現在）のマッチプレーを放送してきた「ゴルフ真剣勝負 the
MATCH」。5年目を迎える2020年は新たな試合方法で、更なる“勝負感”を演出し、よりハイレベルなプロの技・真剣勝負を毎月お
伝えする。4名のプロによる3試合のミニトーナメントを開催し、優勝者には賞金50万円が贈呈される。1試合1話で、予選2試合、決
勝1試合の計3試合を3ヶ月に渡り放送。3ヶ月毎にシリーズを更新し、テーマに沿ったプロが出演する。5月～7月放送は、チーム小田
孔明から選ばれし4名のプロが登場！6月は予選MATCH①として小田孔明プロvs出水田大二郎プロが対決。7月予選MATCH②
は秋吉翔太プロvs北村晃一プロが対決。そして8月の決勝MATCH③では、MATCH①の勝者とMATCH②の勝者が対決する。

小田孔明は1978年6月7日生まれ、福岡県出身、176cm・85kg、ツアー通算8勝。名前の由来は、三国志のファンだった父が
諸葛孔明にちなんで名付けた。プロ転向は2000年、ツアーデビューは03年、初のシード獲得は07年とプロ入り後、苦労が続いたが、
2007年の初シード獲得を機に一気にトッププロの地位を固めた。翌08年にカシオワールドで初優勝。同年、平均パット数１位に輝い
た。09年は2勝を挙げ自身初の1億円突破で賞金ランク3位、海外メジャーにも初参戦。11年はトップ10がシーズン最多の12試合
を数えた。13年に2度目の１億円超えを記録し賞金ランク4位、14年は年間2勝を挙げ、2位が3度、3位に2度入り初の賞金王に
輝いた。15年は7度トップ10に入るも未勝利。そこから優勝が遠ざかっている。

出水田大二郎は1993年2月5日生まれ、鹿児島県出身、183cm・83kg、ツアー通算1勝。小学4年生の時、横峯さくらの父・
良郎氏が主宰する「めだかクラブ」でゴルフを始める。小中同級生の香妻琴乃、弟の香妻陣一朗らと腕を磨いた。中学3年から高校3
年まで、九州ジュニアを4連覇。高校卒業直後にプロ宣言し、12年チャレンジツアーでプロデビュー。2戦目のきみさらずGL・GMAチャ
レンジで、19歳のルーキーながら、いきなり優勝を果たした。ただ、以降は低迷しQTでファイナルに進むものの上位には入れず、チャレン
ジツアーでも成績を残せなかった。17年は、日本プロで初日75位から追い上げ、自身初のトップ10となる10位でフィニッシュ。初シード
獲得の足掛かりとなった。18年は初の最終日最終組となったRIZAP KBCオーガスタで首位タイから逃げ切り初優勝を飾った。19年
は韓国のハナバンク招待で２位。国内開幕戦の東建ホームメイトカップで、最終日最終組をプレーしたが２勝目には届かなかった。



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＞
～テレワークでサルベージ（２）～教えて鹿又っちゃんSP
6/5（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＞
＃５１ 6/1（月）午後11：30～深夜0：30

“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＞
＃３７９ 6/9（火）午後10：00～10：30
＃３８０ 6/23（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。6月はボルボジャパンファイナルの優勝者と準優勝
者を迎えて放送する。

あすゴル！ゴルフ部

＜放送日時＞
＃１１５ 6/7（日）午後10：00～10：15 ＃１１６ 6/14（日）午後10：00～10：15
＃１１７ 6/21（日）午後10：00～10：15 ＃１１８ 6/28（日）午後10：00～10：15

プロゴルファーの大和笑莉奈、高橋恵、アマチュアの萩原菜乃花に加え
、小楠梨沙プロとアマチュアの加藤みなみがあすゴル！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＞
＃５ 6/2（火）午後11：30～11：45
＃６ 6/16（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＞
３R 6/16（火）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】

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」。5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＞
＃８ 6/3（水）午後11：00～11：30 ＃９ 6/10（水）午後11：00～11：30
＃１０ 6/17（水）午後11：00～11：30 ＃１１ 6/24（水）午後11：00～11：30

エバーグリーンクラブ

従来のTV番組とは一線を画した新たな撮影方法で、ゴルフライフを豊かにする様々な情報を紹介する新番組。コースの攻略
法やラウンドレッスンといった情報を紹介するのではなく、こんなゴルフの楽しみ方があってもいいよね？といったゴルフライフの提案
をスタイリッシュな映像で表現する。ハル常住と田中雄介がこのコースに行ってみたい、このコースでプレーしたい、を紹介する。

＜放送日時＞
＃３ 6/２（火）深夜0：30～0：45 ＃４ 6/９（火）深夜0：30～0：45
＃５ 6/１６（火）深夜0：30～0：45 ＃６ 6/２３（火）深夜0：30～0：45



＜放送日時＞
6/15（月）午後11：30～深夜0：00

debut！
～限界を押し上げる、ロマロの真価～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 6/3（水）午後10：30～11：00

＃ゴルフ女子＋

国内の月間アクティブユーザー数が3300万人と言われる“Instagram”。その中で「#ゴルフ女子」を付けて自分のスイング動
画などを投稿した元祖・ゴルフ女子、三枝こころさんとベストスコア78の実力を誇る元HKT山本茉央さんがタッグを組み、女子
プロゴルフ界期待の新生・澁澤莉絵留プロに挑む。真剣勝負の中にも笑いあり、笑いあり、笑いあり！美女たちの普段なかな
か見られない素顔やおもしろトークは必見！また、澁澤プロに、アマチュアがする典型的なミスに対しての対処方法を教えてもら
うコーナーもあり、明日のゴルフに役立つこと間違いなし！

今回は、今までのRomaRo製品を良く知る鹿又芳典さんがロマロ創
始者である小林賢司社長から妥協を許さないRomaRoの物づくりを
探りながら、初のカーボンコンポジットヘッドと新素材の軽比重チタン「
RZR446」をフェースに採用したことでオフセンターヒットしても高打出し
低スピンで最大飛距離を可能としたドライバー「Ray α BLACK 
DRIVER」を紹介する。また、おなじみQPこと関雅史プロが実際にイン
プレッションを行い「Ray α BLACK DRIVER」を徹底的に分析、検証
する。



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＞
＃６１ 6/2（火）午後9：30～10：00 ＃６２ 6/16（火）午後9：30～10：00
＃６３ 6/30（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＞
＃２６ 6/2（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＞
＃２２ 6/2（火）午後11：45～深夜0：00 ＃２３ 6/9（火）午後11：45～深夜0：00
＃２４ 6/16（火）午後11：45～深夜0：00 ＃２５ 6/23（火）午後11：45～深夜0：00
＃２６ 6/30（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＞
6/2（火）午後11：00～11：30 6/9（火）午後11：00～11：30 
6/16（火）午後11：00～11：30 6/23（火）午後11：00～11：30
6/30（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃２３８ 6/2（火）午後10：30～11：00 ＃２３９ 6/9（火）午後10：30～11：00 
＃２４０ 6/16（火）午後10：30～11：00 ＃２４１ 6/23（火）午後10：30～11：00
＃２４２ 6/30（火）午後10：30～11：00

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃８６ 6/2（火）深夜0：00～0：30 ＃８７ 6/9（火）深夜0：00～0：30
＃８８ 6/16（火）深夜0：00～0：30 ＃８９ 6/23（火）深夜0：00～0：30
＃９０ 6/30（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/

