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ゴルフネットワーク
２０２０年７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5月27日

今月の注目ラインアップ

【7月はPGAツアー大特集！】

②国内女子ツアー夏の陣開幕！

「サマンサタバサ & GMOインターネット
ガールズコレクション・

レディーストーナメント」

（P.6）

①PGAツアーはビッグトーナメント到来！

「WGC-フェデックスセントジュード
インビテーショナル」

「ザ・メモリアルトーナメント
presented by ネーションワイド」

「ロケットモーゲージクラシック」
「ジョンディアクラシック」
「3Mオープン」
「バラクーダチャンピオンシップ」

（P.２~P.4）
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【PGAツアー】
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【大会概要】
■開催日：7/2（木）～7/5（日）
■場所：デトロイトゴルフクラブ（ミシガン州）
■賞金総額：750万ドル（優勝賞金：131.4万ドル）
■19年優勝：ネイト・ラシェリ―（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 7/3（金）午前4：00～7：00
２日目 7/4（土）午前4：00～7：00
３日目 7/4（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 7/5（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11：00まで）

昨シーズン6月に初開催を迎えた大会。今年は5月に開催予定だったが、7月
に延期され行われる。ミシガン州での開催は、1958年から2009年まで行わ
れたビュイックオープン以来、デトロイトでの開催は史上初となる。舞台は1899
年開場のデトロイトゴルフクラブ。元々メリーランド州で行われていたクイッケンロ
ーンズナショナルを、クイッケンローンズ社の本社があるデトロイトへ場所を移し開
催されている。「ロケットモーゲージ」はクイッケンローンズ社が2016年に発売し
たサービス名に由来する。

ロケットモーゲージクラシック

ザ・メモリアルトーナメント
presented by ネーションワイド
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【大会概要】
■開催日：7/16（木）～7/19（日）
■場所：ミュアフィールドビレッジゴルフコース（オハイオ州）
■賞金総額：930万ドル（優勝賞金：163.8万ドル）
■19年優勝：パトリック・キャントレー（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 7/16（木）深夜3：30～翌午前7：30
２日目 7/17（金）深夜3：30～翌午前7：00
３日目 7/18（土）深夜2：30～翌午前8：00
最終日 7/19（日）深夜2：00～翌午前8：15
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

オハイオ州ダブリンで生まれ育った“帝王”ジャック・ニクラスがホストを務める今大
会。開催コースのミュアフィールドビレッジゴルフコースはニクラス設計のコースの中
でも「最高傑作」と呼ばれる名門。2014年には松山英樹が記念すべきツアー
初優勝を飾っている。大会の起源はニクラスがマスターズのような歴史と伝統を
重んじる大会を作りたいと故郷オハイオ州コロンバスで始めたことで、アーノルド・
パーマー、ジェネシスと並び選手名が入った3つの招待大会の1つとなっている。
賞金額の高さもさることながら、優勝者に与えられるツアーシード権が3年というこ
ともあり、賞金王を争うトップ陣から虎視眈々と上位を狙う若手までしのぎを削る
。
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【PGAツアー】

3Mオープン

昨年からミネソタ州ツインシティで新たに行われている大会。舞台はTPCツイン
シティーズで、アーノルド・パーマーの設計で2000年に開場し、2001年から
2018年までPGAツアーチャンピオンズの3Mチャンピオンシップの開催コースとし
て使用されていた。昨年はプロ入りから4戦目のルーキー、マシュー・ウルフが優
勝し話題となった。また個性的なスイングから生み出すビックドライブにも注目が
集まる。3M社はミネソタ州に本拠地を置く、世界的な化学・電気素材メーカ
ー。

【大会概要】
■開催日：7/23（木）～7/26（日）
■場所： TPCツインシティーズ（ミネソタ州）
■賞金総額：660万ドル（優勝賞金：115.2万ドル）
■19年優勝：マシュー・ウルフ（米国）

©Getty Images

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 7/23（木・祝）深夜3：30～翌午前7：30
２日目 7/24（金・祝）深夜3：30～翌午前7：30
３日目 7/25（土）深夜3：00～翌午前8：15
最終日 7/26（日）深夜2：00～翌午前7：15
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで [最終日]午前11：30まで）

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：7/30（木）～8/2（日）
■場所： TPCサウスウィンド（テネシー州）
■賞金総額：1050万ドル（優勝賞金：174.5万ドル）
■19年優勝：ブルックス・ケプカ（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 7/30（木）深夜3：00～翌午前8：00
２日目 7/31（金）深夜3：00～翌午前8：00
３日以降、8月放送予定

昨年からWGCシリーズへ昇格した大会。FedExポイント、賞金額共に高く、トッ
ププロたちで激しい戦いになるだろう。舞台は1989年から開催されているテネシ
ー州TPCサウスウィンド。1988年ロン・プリチャード設計でツアー屈指の難関コー
スとして知られ、唯一のバーディーホールと言われる14番のパー3でもツアー5本
の指に入る難しさと言われている。大会はもともと1958年にメンフィスオープンと
してコロニアルカントリークラブでスタート。1986年にFedExがタイトルスポンサー
となり、1988年からはFedEx本社に隣接するTPCサウスウィンドに場を移して
行われている。

WGC-フェデックスセントジュードインビテーショナル
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【PGAツアー】

バラクーダチャンピオンシップ

WGCと同週に行われる大会。世界ランク64位以上の選手はWGCに向かう
為、シード権を争う選手たちにはシーズン最後のビッグチャンスとなる。舞台は今
年からカリフォルニア州のタホマウンテンクラブのオールドグリーンウッドコースで行
われる。1999年の初開催からWGCシリーズや全英オープンの裏大会として行
われており、2006年には宮里優作がPGAツアー史上2人目となる1ラウンドに
2度のホールインワンを決めた大会でもある。昨年はツアールーキーのコリン・モリ
カワがプロ6戦目で初優勝を飾った。

【大会概要】
■開催日：7/30（木）～8/2（日）
■場所：オールドグリーンウッドコース（カリフォルニア州）
■賞金総額：350万ドル（優勝賞金：63万ドル）
■19年優勝：コリン・モリカワ（米国）

©Getty Images

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 7/31（金）午前8：00～10：30
２日目以降、8月放送予定

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。



ぎゅっと週刊国内ツアー

サマンサタバサ & GMOインターネット
ガールズコレクション・レディーストーナメント
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【国内ツアー】

2012年から茨城県のイーグルポイントゴルフクラブで行われる大会。冠スポ
ンサーがアパレルブランド「サマンサタバサ」のため、会場ではファッションショーな
どのイベントが開催されるなど、女性ファンの集客に注力している。体力勝負
になる今大会の2日目・最終日の模様を生中継する。今大会の1番ホール
は、397ヤードのパー4。ストレートな形状ではあるものの、フェアウェイが右傾
斜になっており、ラフまで転がってしまう危険性があるため、ティーショットはフェ
アウェイ左側を狙いたいところ。ティーショットの落としどころに注目だ。

【大会概要】
■開催日：7/17（金）～7/19（日）
■コース：イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）
■賞金総額：9000万円（優勝賞金：-万円）
■19年優勝：小祝さくら

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
２日目 7/18（土）午前7：00～10：15
最終日 7/19（日）午前8：00～10：15
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）

＜放送日時＞
＃１４５ 7/13（月）午後11：00～11：30
＃１４６ 7/20（月）午後11：00～11：30
＃１４７ 7/27（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！



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＞
ギア猿 クラブセッティングをサルベージ！～7本でラウンド、どのクラブを選ぶ？～
7/3（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＞
＃５２ 7/6（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＞
＃３８１ 7/14（火）午後10：00～10：30
＃３８２ 7/28（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。7月は特別編と題して、TEAM SERIZAWAメン
バーによるリモートトークをお届け。藤田寛之プロ、宮本勝昌プロ、上井邦
浩プロ、高柳直人プロが過去の名場面を振り返る。

あすゴル！ゴルフ部

＜放送日時＞
＃１１９ 7/5（日）午後10：00～10：15 ＃１２０ 7/12（日）午後10：00～10：15
＃１２１ 7/19（日）午後10：00～10：15 ＃１２２ 7/26（日）午後10：00～10：15

プロゴルファーの大和笑莉奈、高橋恵、小楠梨沙、アマチュアの萩原菜
乃花、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。



プレメンレッスン！Season 3
重田栄作メソッド

ゴルフ６
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
４R 7/21（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。

＜放送日時＞
＃１ 7/1（水）午後11：30～11：45
＃２ 7/8（水）午後11：30～11：45 
＃３ 7/15（水）午後11：30～11：45 
＃４ 7/22（水）午後11：30～11：45 

今回は重田栄作プロのメソッドを紹介する。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。



エバーグリーンクラブ
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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」。7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＞
＃１２ 7/1（水）午後11：00～11：30

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。
今回は元プロ野球の広澤克実と、“C.C.ガールズ 3”の阿部桃子をゲス
トに迎え、4月にオープンしたばかりの太平洋クラブ八千代コースを舞台に
、こんなゴルフの楽しみ方があってもいいよね？といった新しいゴルフライフ
の提案を、スタイリッシュな映像でお届け。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、といった旬の情報をゴルファー
目線で紹介します。

＜放送日時＞
＃７ 7/7（火）深夜0：30～0：45 ＃８ 7/14（火）深夜0：30～0：45
＃９ 7/21（火）深夜0：30～0：45 ＃１０ 7/28（火）深夜0：30～0：45



ゴルフ★パラダイス

＃ゴルフ女子＋
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃２ 7/1（水）午後10：30～11：00

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！

＜放送日時＞
＃２７ 7/7（火）午後11：45～深夜0：00 ＃２８ 7/14（火）午後11：45～深夜0：00
＃２９ 7/21（火）午後11：45～深夜0：00 ＃３０ 7/28（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！



葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

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＞
＃６４ 7/14（火）午後9：30～10：00 ＃６５ 7/28（火）午後9：30～10：00

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。

＜放送日時＞
＃２７ 7/7（火）午後10：00～10：30

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
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【オリジナル番組】

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

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃９０ 7/7（火）深夜0：00～0：30 ＃９１ 7/14（火）深夜0：00～0：30
＃９２ 7/21（火）深夜0：00～0：30 ＃９３ 7/28（火）深夜0：00～0：30

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/

