
1

ゴルフネットワーク
２０２０年８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6月26日

今月の注目ラインアップ

【8月は海外メジャーを大特集！】

③国内ツアー応援宣言！
国内ツアー夏の陣をとことん1番ホール生中継！

「NEC軽井沢72ゴルフトーナメント」
「ニトリレディスゴルフトーナメント」

（P.8）

①ついに海外メジャーが開幕！
今年は22年ぶりの西海岸での決戦

「全米プロゴルフ選手権」
「練習ラウンド生中継 全米プロゴルフ選手権」
「速報！2020全米プロトークセッション」

（P.2～P.3）
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②シブコスマイルをもう一度！
“ロイヤル”コースで連覇を目指す

「AIG全英女子オープン」
「2020AIG全英女子オープン

～8月のシンデレラ～」
（P.4）
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全米プロゴルフ選手権 過去大会
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【海外メジャー】

【大会概要】
■開催日：8/6（木）～8/9（日）
■場所：TPCハーディングパーク（カリフォルニア州）
■賞金総額：1100万ドル（優勝賞金：198万ドル）
■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 8/7（金）午前4：00～11：00
２日目 8/8（土）午前4：00～11：00
３日目 8/8（土）深夜1：00～翌午前11：00
最終日 8/9（日）深夜0：00～翌午前10：00
（※最大延長 [１日日]午後0：00まで [２日日]午後0：00まで

[３日日]午後0：00まで [最終日]午後2：00まで）

1916年の初開催から今年で102回目を迎える全米プロゴルフ選手権。今年
はスケジュール変更で5月から8月へ戻り、1998年以来の西海岸での開催。
カリフォルニア州サンフランシスコの市営コース、TPCハーディングパークで開催さ
れる。2005年、このコースで行われたWGC-アメリカンエキスプレスではタイガー
・ウッズがジョン・デーリーとのプレーオフで制し、優勝を飾った。初代スポンサーを
務めたロッドマン・ワナメーカーの名を冠したワナメーカートロフィーを賭けて争わ
れる。最多優勝はウォルター・ヘーゲンとジャック・ニクラスの5回、次いでタイガー
・ウッズが4回である。2017年、5位タイに終わり涙した松山英樹の悲願の戴
冠にも期待がかかる。

©Getty Images

＜放送日時＞2019年大会
３日目 8/1（土）午前11：45～午後2：45
最終日 8/2（日）午後0：00～3：00

今年で102回目を迎える全米プロゴルフ選手権の開幕を前に昨年大会をプレーバック。強風が吹き荒れる最終日、2位に7打
差をつけ単独首位でスタートしたブルックス・ケプカが2バーディ、6ボギーの74でまとめ、通算8アンダーとして2007年のタイガー・ウ
ッズ以来となる大会連覇を達成した。6位でスタートした松山英樹は3バーディ、6ボギー、2ダブルボギーの77と崩れ、通算3オー
バーの16位で大会を終えた。

全米プロゴルフ選手権



速報！2020全米プロトークセッション
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【海外メジャー】

＜放送日時＞ ※生中継・再放送あり
前半 8/4（火）深夜0：45～3：15
後半 8/4（火）深夜3：15～翌午前5：45

サンフランシスコで行われる102回目の全米プロゴルフ選手権。今年も火曜
日に行われる練習ラウンドを生中継でお届けする。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ハーディングパーク攻略に向けてど
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6時間に渡って生
中継する。ザ・プレジデンツカップやWGC-マッチプレーなど幾多の名勝負を
生み出し、1998年以来の西海岸開催となるコース、TPCハーディングパー
クをどう攻略するのか。各選手が戦略を練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！

＜放送日時＞
8/10（月・祝）全米プロゴルフ選手権最終日放送終了後から60分

全米プロゴルフ選手権の放送終了直後に特別番組を生放送！ビッグトーナメントの興奮冷めやらぬタイミングで、その余韻に浸
る。世界最高峰の戦いで、勝負の分かれ目はどこにあったのか。記憶に刻まれた一打とは？！中継解説者のみならず、プロゴル
ファーをはじめとするさまざまなゲストを迎え、2020年のメジャー初戦を多角的に振り返る 。

練習ラウンド生中継 全米プロゴルフ選手権
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2020AIG全英女子オープン～8月のシンデレラ～
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【海外メジャー】

【大会概要】
■開催日：8/20（木）～8/23（日）
■場所：ロイヤルトゥルーンゴルフクラブ（スコットランド）
■賞金総額：450万ドル（優勝賞金：67.5万ドル）
■19年優勝：渋野日向子

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 8/20（木）午後7：00～深夜2：00
２日目 8/21（金）午後7：00～深夜2：00
３日目 8/22（土）午後8：00～深夜3：00
最終日 8/23（日）午後8：00～深夜3：00
（※最大延長 [最終日]翌午前6：30まで）
※6/25現在の編成情報です。新型コロナウイルス感染症対策の影響により、番組内容の変更・中止となる可能性がございます。

海外女子メジャー開幕戦はスコットランド、ロイヤルトゥルーンゴルフクラブで開催
。2016年全英オープンも開催されたこのコースは、1878年に設立され、最初
の全英オープンから12回まで行われた“ロイヤル”の称号を持つ歴史あるコース
。昨年は米国を主戦場にする畑岡奈紗や上原彩子、横峯さくら、アジアパシ
フィック女子アマで優勝した安田祐香ら9名の日本人選手が出場する中、渋
野日向子が海外メジャー初挑戦で初優勝を飾った。日本人として42年ぶりの
メジャー制覇に、日本だけでなく世界中の注目が集まった。米国で中継を行っ
たNBCでは2014年のミシェル・ウィが優勝した全米女子オープン以来最高の
視聴率を獲得。平均で167万人がシブコスマイルに酔いしれた。今年はディフェ
ンディングチャンピオンとして挑む渋野日向子のプレーに注目だ。

©Getty Images

＜放送日時＞
8/15（土）午前11：00～午後0：00

※6/25現在の編成情報です。新型コロナウイルス感染症対策の影響により、番組内容の変更・中止となる可能性がございます。

AIG全英女子オープン開幕を前に見どころを紹介！昨年優勝した“スマイル
シンデレラ”渋野日向子の活躍はもちろん、世界の黄金世代や注目選手を
特集する。さらに開催コース、ロイヤルトゥルーンゴルフクラブを徹底攻略。こ
れを観ればAIG全英女子オープンがさらに楽しめる！

AIG全英女子オープン

©Getty Images
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【PGAツアー】

©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日目 8/1（土）深夜1：00～翌午前7：15
最終日 8/2（日）深夜2：00～翌午前8：15
（※最大延長 [３日日]午前8：00まで [最終日]午前11：00まで）

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

©Getty Images

【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）

＜放送日時＞ ※1日目～3日目生中継・再放送あり
１日目 7/31（金）午前8：00～10：30 
２日目 8/1（土）午前8：00～10：30 
３日目 8/2（日）午前8：00～11：15
最終日 8/3（月）午前11：00～午後2：15
（※最大延長 [３日日]午後0：00まで [最終日]午後4：00まで）

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。

バラクーダチャンピオンシップ
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【PGAツアー】

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：8/13（木）～8/16（日）
■場所：セッジフィールドカントリークラブ（ノースカロライナ州）
■賞金総額：640万ドル（優勝賞金：111.6万ドル）
■19年優勝：J.T.ポストン（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 8/13（木）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 8/14（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 8/15（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 8/16（日）深夜1：30～翌午前7：15
（※最大延長 [最終日]午前10：00まで）

レギュラーシーズン最終戦。今シーズンはシード権を来シーズンへ持ち越しが可
能なため、プレーオフ出場権を争う戦いに焦点が当てられる。昨年はメジャー2
勝のザック・ジョンソンが、一昨年はセルヒオ・ガルシアがプレーオフを目指しこの
大会に出場したものの、次戦へ進めなかった。また、今大会終了時点でのラン
キング上位10人に対し賞金を付与する「ウィンダム・リワードトップ10レース」が
この大会で決着する。大会は1938年にグレーターグリーンズボロオープンとして
初開催。最多優勝（8回）、最年長優勝記録（53歳）を持つサム・スニー
ドを称え、優勝者にはサム・スニードカップが授与される。

ウィンダムチャンピオンシップ

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：8/20（木）～8/23（日）
■場所： TPCボストン（マサチューセッツ州）
■賞金総額：950万ドル（優勝賞金：166.5万ドル）
■19年優勝：パトリック・リード（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 8/21（金）午前4：00～8：00
２日目 8/22（土）午前4：00～8：00
３日目 8/22（土）深夜3：00～翌午前8：15
最終日 8/23（日）深夜3：00～翌午前8：15
（※最大延長 [最終日]午前10：00まで）

プレーオフ第1戦の舞台はマサチューセッツ州のTPCボストン。2003年アーノルド
・パーマー設計のこのコースは、2018年までデルテクノロジーズチャンピオンシップ
を開催していた。大会の歴史は古く、1967年に始まったウエストチェスタークラシ
ックを起源に持つ。昨年はパトリック・リードが2018年マスターズ以来1年4か月
ぶりの優勝を果たし、FedExカップランキングを50位から一気に2位に上昇させ
た。また、この大会からスロープレーに対するガイドラインが明確化され、取り締ま
りを強化する動きが強まった。特に2日目にブライソン・デシャンボーがライン読み
に2分超を要し、物議をかもした。

ザ・ノーザントラスト



PGAツアーハイライト～今日の松山英樹～
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【PGAツアー】

BMWチャンピオンシップ

プレーオフ第2戦。最終戦のツアーチャンピオンシップ出場へ70名から30名に絞
られる。今年の舞台はイリノイ州オリンピアフィールドカントリークラブ。1915年
開場のこのコースは1925年のウォルター・ヘーゲンが優勝した全米プロを開催
するなど全米トップ50コースにランクインされる名コース。2015年に行われた全
米アマチュアではブライソン・デシャンボーが優勝している。昨年はジャスティン・ト
ーマスがシーズン初優勝を飾った。また、松山英樹は3位にランクインし、33位
からスタートしたFedExカップランキングを15位まで上昇させ、ダスティン・ジョン
ソン、パトリック・リードと共にツアーの中でわずか3名しか達成していない6年連
続のツアーチャンピオンシップ進出を決めた。

【大会概要】
■開催日：8/27（木）～8/30（日）
■場所：オリンピアフィールドカントリークラブ（イリノイ州）
■賞金総額：950万ドル（優勝賞金：166.5万ドル）
■19年優勝：ジャスティン・トーマス（米国）

©Getty Images

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

【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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軽井沢72ゴルフコースで行われるこの大会は、昨年穴井詩が優勝。8位か
ら最終日をスタートした穴井は7バーディ、ノーボギーのトータル14アンダーで
首位に浮上。同じく14アンダーのイ・ミニョンとのプレーオフを制し、2年ぶりのツ
アー3勝目を飾った。首位を1打差で追った渋野日向子は首位タイで並んだ
最終18番ホールで5mのバーディパットを2mオーバー。さらにパーパットも外
し痛恨のボギー。プレーオフ進出と国内3勝目を逃した。本大会では、優勝
者とは別にプロ登録3年以内の選手の中で最上位となった選手に対して「ル
ーキー・オブ・ザ・NEC軽井沢72賞」が設定されている。

【大会概要】
■開催日：8/14（金）～8/16（日）
■コース：軽井沢72ゴルフ北コース（長野県）
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■19年優勝：穴井詩

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
２日目 8/15（土）午前7：00～11：00
最終日 8/16（日）午前7：00～11：00
（※最大延長 [最終日]午前11：30まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 8/14（金）午後9：00～10：30
２日目 8/15（土）午後11：15～深夜0：15
最終日 8/16（日）午後10：30～深夜0：00

【国内ツアー】

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント

2010年の初開催から今年で11年目の今大会。昨年は、首位タイからスタ
ートした鈴木愛がシーズン4勝目を挙げ、生涯獲得賞金を史上21人目とな
る6億円の大台に乗せた。冠スポンサーのニトリには永峰咲希、岡山絵里、
小祝さくら、松田鈴英、菅沼菜々といったプロが多数所属。彼女達の活躍に
も期待がかかる。1番ホールは406ヤードのパー4。昨年は全18ホール中7
番目の難易度。コースの難易度が高く、昨年もアンダーパーはわずかに18人
。スターティングホールをパー発進できるか注目したい。

【大会概要】
■開催日：8/27（木）～8/30（日）
■コース：小樽カントリー倶楽部（北海道）
■賞金総額：１億円（優勝賞金：1800万円）
■19年優勝：鈴木愛©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 8/29（土）午前8：30～午後1：00
最終日 8/30（日）午前7：00～10：30

ニトリレディスゴルフトーナメント



ぎゅっと週刊国内ツアー

9

【国内ツアー】

＜放送日時＞
＃１４８ 8/3（月）午後11：00～11：30
＃１４９ 8/17（月）午後11：00～11：30
＃１５０ 8/24（月）午後11：00～11：30
＃１５１ 8/31（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！



全米アマチュアゴルフ選手権
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【全米アマチュア】

【大会概要】
■開催日：8/3（月）～8/9（日）
■場所：ウッドモントカントリークラブ（メリーランド州）
■19年優勝：ガブリエラ・ルフェルス（オーストラリア）

＜放送日時＞ ※１回戦生中継
１回戦 8/6（木）午前4：00～7：00
２・３回戦 8/7（金）深夜0：00～3：00
準々決勝 8/8（土）午後10：00～深夜1：00
準決勝 8/11（火）午後1：30～4：30
決勝 8/12（水）午後1：30～4：30

今年で120回目を迎える全米女子アマチュアゴルフ選手権。舞台はメリーランド州のウッドモントカントリークラブ。2日間のストロ
ークプレーを行った後、64名によるマッチプレートーナメントで争われる。2000年に丸山茂樹が全米オープン最終地域予選でス
コア58を記録したコースでもある。昨年はサウスカリフォルニア大学のガブリエラ・ルフェルスがオーストラリア人として初の全米女子
アマ優勝を果たした。過去にはモーガン・プレッセル（2005年）やリディア・コ（2012年）などLPGAツアーで活躍するプロが優
勝している。トッププロへの登竜門となる戦いだ。

【大会概要】
■開催日：8/10（月・祝）～8/16（日）
■場所：バンドンデューンズゴルフリゾート（オレゴン州）
■19年優勝：アンディー・オグルトゥリー（米国）

＜放送日時＞ ※１回戦生中継
１回戦 8/13（木）午前8：30～11：30
２・３回戦 8/14（金）午後1：45～4：45
準々決勝 8/15（土）午後8：15～11：15
準決勝 8/16（日）午後7：00～10：00
決勝 8/17（月）午後8：00～11：00

過去にはボビー・ジョーンズやジャック・ニクラス、タイガー・ウッズらが栄冠を手にしている120回目のアマチュア最高峰トーナメント。
2015年優勝のブライソン・デシャンボーや2018年優勝のビクトル・ホブランドなど、優勝後すぐにトッププロへの道を駆け上る選手
が多い。昨年はジョージア工科大学のアンディー・オグルトゥリーが優勝。ジョージア工科大として、ボビー・ジョーンズ、マット・クーチ
ャーに続く3人目の全米アマチュア覇者となった。312名で行われる今大会の舞台はオレゴン州バンドンデューンズゴルフリゾート。

全米女子アマチュアゴルフ選手権
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ブリヂストンシニアプレーヤーズチャンピオンシップ

【PGAツアーチャンピオンズ】

【大会概要】
■開催日：8/13（木）～8/16（日）
■場所：ファイヤーストーンカントリークラブ（オハイオ州）
■賞金総額：280万ドル（優勝賞金：42万ドル）
■19年優勝：レティーフ・グーセン（南アフリカ）

＜放送日時＞ ※全ラウンド放送
１日目 8/18（火）午後6：00～8：00
２日目 8/19（水）午後6：00～8：00
３日目 8/19（水）午後8：00～9：30
最終日 8/20（木）午後0：00～2：00

昨年からブリヂストンがタイトルスポンサーとなり、PGAツアー、ブリヂストンインビ
テーショナルが開催されていたオハイオ州ファイヤーストーンカントリークラブでの開
催となるシニアメジャートーナメント。注目は16番パー5の通称「モンスター」。ツ
アー最長の667ヤードを誇り、1960年全米プロでダブルボギーを叩いたアーノ
ルド・パーマーが命名したこのホールを、シニアの熟練した技術でどう攻めるのか
に期待がかかる。優勝者には翌年のPGAツアー、ザ・プレーヤーズチャンピオン
シップへの出場権が与えられる。

©Getty Images
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
2020年8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！
8/5（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50組（2020年7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、8月から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試合をを放送。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。8月～10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！8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。9月予
選MATCH②は秋吉翔太プロvs北村晃一プロが対決。そして10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＞
ギア猿 8月

8/7（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＞
＃５３ 8/3（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＞
＃３８３ 8/11（火）午後10：00～10：30
＃３８４ 8/25（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。8月は静岡県グランフィールズカントリークラブで久し
ぶりのロケを敢行！同コース所属の高木優奈プロが出演予定。

あすゴル！ゴルフ部

＜放送日時＞
＃１２３ 8/2（日）午後10：00～10：15 ＃１２４ 8/9（日）午後10：00～10：15
＃１２５ 8/16（日）午後10：00～10：15 ＃１２６ 8/23（日）午後7：00～7：15
＃１２７ 8/30（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。



ゴルフ６
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
５R 8/18（火）午後10：00～10：30

8月放送は、俳優の渡辺裕之さんが登場！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。

ひとりゴルフ

外出自粛が余儀なくされ、過去の試合や自宅でのレッスン動画などでゴルフを楽しんでいる多くのゴルフファンに、芝が緑になった
この時期のゴルフ場の爽快な映像で気持ちを癒してもらおう！そんなコンセプトを持った番組。ゴルフの楽しさ、奥深い面白さを
伝え、ドローンカメラで撮影することでゴルフ場の景色、コースの特徴も紹介しながらひとりのゴルファーの9ホールのラウンドを紹介
する60分。

＜放送日時＞
塚田好宜 8/12（水）午後10：00～11：00
宮田成華 8/26（水）午後10：00～11：00
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【オリジナル番組】

ラキールカップ第6回日本クラブチームゴルフ選手権

＜放送日時＞
8/22（土）午後6：45～8：00

同じゴルフクラブ、または同じ会社に所属する気の合う仲間がチームを組み日本一を目指す団体戦「ラキールカップ第6回日本ク
ラブチームゴルフ選手権」。2019年9月から全国各地で予選をスタートし、東日本・西日本の決勝を経て、今年7月24日（金・
祝）に高室池ゴルフ倶楽部で開催される全国決勝において、日本一のクラブチームが決定する。今大会は、AI(エーアイ)サーマ
ルカメラを活用した非接触状態の検温をするなど新型コロナウイルス対策を実施し開催。“クラブライフの素晴らしさ”、“団体戦の
面白さ”、“挑戦することの大切さ”、そんなキーワードと共に、日本一までの道のりと頂点に立つ瞬間をお届けする。

登別シニアオープン2020

＜放送日時＞
8/29（土）午後1：00～2：30

8月11日、12日に北海道、登別カントリー倶楽部で行われるシニアプロ大会の模様をお届けする。



debut！

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＞
＃６６ 8/11（火）午後9：30～10：00 ＃６７ 8/25（火）午後9：30～10：00

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、三菱ケミカルの新シリーズ
を紹介する。

＜放送日時＞
8/1（土）午後3：00～3：30



葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる
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【オリジナル番組】

牧野裕のEnjoy Golf

＜放送日時＞
＃２８ 8/4（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。

＜放送日時＞
8/4（火）午後11：00～11：30 8/11（火）午後11：00～11：30 
8/18（火）午後11：00～11：30 8/25（火）午後11：00～11：30

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。
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【オリジナル番組】

ゴルフ★パラダイス

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃３１ 8/4（火）午後11：45～深夜0：00 ＃３２ 8/11（火）午後11：45～深夜0：00
＃３３ 8/18（火）午後11：45～深夜0：00 ＃３４ 8/25（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！

＜放送日時＞
＃９４ 8/4（火）深夜0：00～0：30 ＃９５ 8/11（火）深夜0：00～0：30
＃９６ 8/18（火）深夜0：00～0：30 ＃９７ 8/25（火）深夜0：00～0：30

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！？



エバーグリーンクラブ
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【オリジナル番組】

※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

＜放送日時＞
＃１１ 8/4（火）深夜0：30～0：45 ＃１２ 8/11（火）深夜0：30～0：45
＃１３ 8/18（火）深夜0：30～0：45 ＃１４ 8/25（火）深夜0：30～0：45

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。

http://www.golfnetwork.co.jp/

