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今月の注目ラインアップ

【10月は国内ツアーを大特集】

③ヨーロピアンツアー ロレックスシリーズが再開！

「アバディーンスタンダードインベストメント
スコティッシュオープン」
「BMW PGAチャンピオンシップ」

（P.6）

①国内ツアー応援宣言！
ビッグトーナメントをとことん1番ホール生中継

「日本女子オープンゴルフ選手権競技」
「日本オープンゴルフ選手権競技」
「日本プロゴルフシニア選手権大会
住友商事・サミットカップ」

（P.2～P.3）

©Getty Images

②新番組スタート！
「勝者のマネジメント」を本人が徹底解説

「勝者の条件 池田勇太のマネジメント論」
（P.5）

©Getty Images
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ザ・クラシックゴルフ倶楽部を舞台に行われる今大会。昨年は、畑岡奈紗が
他の選手の追撃を抑え、日本女子オープンでは史上3人目となる大会3度
目の優勝を挙げた。同じ黄金世代の渋野日向子に、先にAIG全英女子オ
ープンで優勝され悔しい気持ちをバネにさらに技術や精神面を鍛え直したと
いう畑岡の大会4度目の優勝なるか。それとも、黄金世代の選手や安田祐
香、吉田優利といったプラチナ世代の選手たちがそれを阻むのか見どころ満
載の大会となるであろう。

【大会概要】
■開催日：10/1（木）～10/4（日）
■コース：ザ・クラシックゴルフ倶楽部（福岡県）
■賞金総額：1億5000万円（優勝賞金：3000万円）
■19年優勝：畑岡奈紗

©Getty Images

【国内ツアー】

第53回日本女子オープンゴルフ選手権競技

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 10/3（土）午前7：00～午後0：15
最終日 10/4（日）午前7：00～午後0：15
（※最大延長 [最終日]午後0：45まで）

第85回日本オープンゴルフ選手権競技

1961年、小林英年の設計で開場した紫カントリークラブ・すみれコース。コ
ース初のナショナルオープン開催のためにクラブハウスやティーグラウンド、バン
カー、練習場など大改修を行った。やはり、今大会の一番の注目はよく練習
でコースを訪れている石川遼。何度か栄冠に手が届きそうになったが未だに「
日本オープン」のタイトルは手にしていないだけに大いに期待が掛かる。そして
、国内ツアー復帰の宮里優作や2014年、2017年にこのメジャー大会を
制している地元・千葉県出身の池田勇太の大会3勝目を挙げられるかなど
興味と見どころ満載である。

【大会概要】
■開催日：10/15（木）～10/18（日）
■コース：紫カントリークラブすみれコース（千葉県）
■賞金総額：2億1000万円（優勝賞金：4200万円）
■19年優勝：チャン・キム（米国）

©日本ゴルフ協会

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 10/17（土）午前7：00～午後0：15
最終日 10/18（日）午前7：00～午後0：15
（※最大延長 [最終日]午後0：45まで）
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日本シニアオープンと並ぶシニアプロゴルファー日本一を争うビッグトーナメント。
優勝者には翌年の日本プロゴルフ選手権大会と全英シニアオープンの出場
権が与えられる。1962年から続き今年で59回目を迎える。昨年は首位スタ
ートの白潟英純が、一時14アンダーまでスコアを伸ばしたが、15Hをトリプルボ
ギーとし苦しい展開に。しかし後続も追いつけず、通算12アンダーで2位に3
打差をつけて、シニアツアー初優勝を飾った。

【大会概要】
■開催日：10/8（木）～10/11（日）
■コース：サミットゴルフクラブ (茨城県)
■賞金総額：5000万円（優勝賞金：1000万円）
■19年優勝：白潟英純

©日本プロゴルフ協会

【国内ツアー】

日本プロゴルフシニア選手権大会
住友商事・サミットカップ

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 10/10（土）午前7：30～午後0：15
最終日 10/11（日）午前7：00～午後0：15
（※最大延長 [最終日]午後0：45まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 10/8（木）午後11：00～深夜0：00
２日目 10/9（金）午後11：00～深夜0：00
３日目 10/10（土）午後9：00～11：00
最終日 10/12（月）午後11：30～深夜1：30

1983年から続く今大会。 昨年は最終日、首位と1打差の2位からスタート
した19歳の古江彩佳が6バーディを奪い逆転。通算17アンダーで国内女子
ツアー史上7人目のアマチュア優勝となった。2位には三ヶ島かなと稲見萌寧
が入り、若手世代の台頭が目立つ大会となった。

【大会概要】
■開催日：10/16（金）～10/18（日）
■コース：東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）
■賞金総額：8000万円（優勝賞金：1440万円）
■19年優勝：古江彩佳©Getty Images

≪ダイジェスト放送≫
２日目 10/17（土）午後10：15～11：15
最終日 10/18（日）午後10：30～深夜0：00
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【国内ツアー】

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃１５６ 10/5（月）午後11：00～11：30
＃１５７ 10/12（月）午後11：00～11：30
＃１５８ 10/19（月）午後11：00～11：30
＃１５９ 10/26（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！



ゴルフ真剣勝負 the MATCH
～チーム孔明 ３マッチトーナメント～
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【注目番組】

＜放送日時＞
チーム孔明による9ホールのマッチプレートーナメントを開催！
10/7（水）午後9：00～10：30

2016年4月に放送をスタートし、これまで50組（2020年8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」。8月から4
名のプロによる3試合のミニトーナメントを開催！優勝者には賞金50万円
が贈呈される。今月はついに決勝戦！小田孔明、出水田大二郎、秋吉
翔太、北村晃一のうち予選MATCHを勝ち抜いた2名が激突する。

【新番組】勝者の条件 池田勇太のマネジメント論

＜放送日時＞
＃１ 10/2（金）午後10：00～10：30
＃２ 10/9（金）午後10：00～10：30
＃３ 10/16（金）午後10：00～10：30
＃４ 10/23（金）午後10：00～10：30

優勝経験のあるトッププロが出演し、アマチュアゴルファーにとって永遠の課題「

コースマネジメント」を深堀りする新番組がスタート。厳しいツアーの中で優勝

を掴んだトッププロがエースキャディーを従えラウンド。2人はコースを前にどう向

き合い、どう戦うのか！？「マネジメント」を様々な角度から分析し勝利への条

件に迫る！今月は池田勇太とキャディのラジーフ・プラサードが昨年優勝した

～全英への道～ミズノオープンの開催コース、ザ・ロイヤルゴルフクラブ（茨城

県）をラウンド。



アバディーンスタンダードインベストメント
スコティッシュオープン
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【ヨーロピアンツアー ロレックスシリーズ】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 10/1（木）午後6：30～深夜2：30
２日目前半 10/2（金）午後6：30～10：00
２日目後半 10/2（金）深夜0：00～2：30
３日目 10/3（土）午後11：00 ～深夜2：00
最終日 10/4（日）午後11：00 ～深夜2：00 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 10/8（木）午後6：00～11：00
２日目 10/9（金）午後6：00～10：00
３日目 10/10（土）午後11：00～深夜1：30
最終日 10/11（日）午後10：30～深夜1：30

ロレックスシリーズ第3戦は1955年から続く、ヨーロピアンツアー屈指の名門大
会。大会の前身は「全英プロゴルフ選手権」でありヨーロッパ最強のプロゴルファ
ーを決めるトーナメントという立ち位置だった。9月に開催を予定していたが、ス
ケジュールが改定され10月の開催となる。舞台は世界最高峰のゴルフコースに
数えられる、イングランドのウェントワースクラブ。1922年開場の歴史あるコース
だが、2017年にトーマス・ビヨーンらを中心に大改修が行われ、最新の設備を
整えている。全てのグリーンにサブエアーシステムが導入され、常にグリーンは硬く
、速い。ここにウェントワース特有の気性の荒い風が吹き乱れ、選手たちを苦し
める。

【大会概要】
■開催日：10/8（木）～10/11（日）
■場所：ウェントワースクラブ（イングランド）
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■19年優勝：ダニー・ウィレット（イングランド）

欧州ツアーロレックスシリーズ第2戦。1月にUAEで開催されたアブダビHSBCチ
ャンピオンシップ以来のロレックスシリーズ再開戦だ。舞台はスコットランドの首都
エディンバラ東部にあるザ・ルネッサンスクラブ。昨年の開催コース、ガランGCやミ
ュアフィールドが連なる海岸線のリンクスコースだ。イギリス特有の強い風、強く
深いラフ、深いバンカーとの闘いとなる。昨年はバーント・ビースバーガー（オース
トリア）がベンジャミン・エベール（フランス）とのプレーオフを制し、ロレックスシリ
ーズ初制覇を果たした。これでシーズン2勝目、レーストゥドバイランキング首位
に躍り出た。

【大会概要】
■開催日：10/1（木）～10/4（日）
■場所：ザ・ルネッサンスクラブ（スコットランド）
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：-）
■19年優勝：バーント・ビースバーガー（オーストリア）

©Getty Images

BMW PGAチャンピオンシップ

©Getty Images
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【PGAツアー】

©Getty Images 【大会概要】
■開催日：10/1（木）～10/4（日）
■場所：カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）
■賞金総額：-（優勝賞金：118.8万ドル）
■19年優勝：セバスチャン・ムニョス（コロンビア）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 10/2（金）午前5：00～8：00 
２日目 10/3（土）午前5：00～7：00 
３日目 10/4（日）午前5：00～7：00
最終日 10/5（月）午前5：00～8：15
（※最大延長 [最終日]午前9：00まで）

ツアー唯一のミシシッピ州での開催。昨年のセバスチャン・ムニョス、一昨年のキ
ャメロン・チャンプをはじめ、過去9年で7人の初優勝者が生まれている。舞台と
なるカントリークラブ・オブ・ジャクソンは1914年開場のプライベートコース。狭く、
トリッキーなグリーンだが、ビッグスコアが多く出るコースでもある。大会は1968年
マグノリアステートクラシックとしてスタートし、今年で52年目を迎えるツアーで活
躍するトッププロの参戦が多く見込まれ、例年以上の激しい戦いになること必
至だ。

サンダーソンファームズチャンピオンシップ

©Getty Images 【大会概要】
■開催日：10/8（木）～10/11（日）
■場所： TPCサマーリン（カリフォルニア州）
■賞金総額：-（優勝賞金：126万ドル）
■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 10/9（金）午前6：00～9：00 
２日目 10/10（土）午前6：00～7：30 
３日目 10/11（日）午前6：00～7：00
最終日 10/12（月）午前6：00～9：15
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

舞台となるTPCサマーリンはラスベガス西郊の岩石砂漠地帯に1991年オープン
。海抜820mの位置にあり、飛ばし屋有利のコースといわれている。大会は
1983年に始まった「パナソニックラスベガスプロ」を起源に持ち、75万ドルという
当時のツアーでは最も高い賞金額を誇っていた。また、1996年10月、2か月
前にスタンフォード大学を中退しプロ転向したばかりのタイガー・ウッズがデービス・
ラブ三世を破りツアー初優勝を飾った大会でもある。昨年はケビン・ナが2011年
以来2度目の大会優勝を果たした。

シュライナーズホスピタル for チルドレンオープン



8

【PGAツアー】

©Getty Images 【大会概要】
■開催日：10/15（木）～10/18（日）
■場所：シャドウクリークゴルフコース（ネバダ州）
■賞金総額：-（優勝賞金：175.5万ドル）
■19年優勝：ジャスティン・トーマス（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 10/16（金）午前6：00～9：00 
２日目 10/17（土）午前6：00～7：00 
３日目 10/18（日）午前6：00～7：00 
最終日 10/19（月）午前6：00～9：15 
（※最大延長 [最終日] 午前10：30まで）

2017年から韓国で行われている大会だが、コロナ禍の影響で今年はネバダ州
シャドウクリークゴルフコースでの開催となる。例年通り、昨シーズンのFedExカッ
プランキング上位60名や韓国ツアー、アジアンツアーの上位選手など78名のみ
の招待大会となる。1989年、トム・ファジオ設計でオープンしたシャドウクリーク
は、2018年にタイガー・ウッズとフィル・ミケルソンの「THE MATCH」が開催さ
れたことでも有名となった。

ザ・CJカップ

©Getty Images 【大会概要】
■開催日：10/29（木）～11/1（日）
■場所：シャーシャンインターナショナルゴルフクラブ（中国）
■賞金総額：-（優勝賞金：174.5万ドル）
■19年優勝：ローリー・マキロイ（北アイルランド）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 10/29（木）午前11：00～午後5：00 
２日目 10/30（金）午前11：00～午後5：00
３日目 10/31（土）午前11：30～午後5：45
最終日 11/1（日）午前11：30～午後5：45
（※最大延長 [３日目]午後6：30まで[最終日] 午後7：00まで）

シーズン中4戦行われる国際トーナメントWGC（世界ゴルフ選手権）シリーズ
の第1戦。舞台は上海のシャーシャンインターナショナルゴルフクラブ。元々地形
の高低差が少ない上海で、大規模な造成を行い、打ち上げ・打ち下ろしホール
や砲台グリーンなど起伏が多い。大会は2005年に初開催、2009年からWGC
シリーズに昇格した。2016年には松山英樹が2位に7打差をつけ圧勝。ツアー
3勝目を挙げたことは記憶に新しい。世界ランク64位以内の選手に出場資格
があるため、PGAツアーに出場していない日本人選手も多数出場する。優勝者
には「近代ゴルフの父」ともいわれるトム・モリス・シニアの名を冠したオールド・トム
・モリスカップが授与される。

WGC-HSBCチャンピオンズ



9

【PGAツアー】

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：10/29（木）～11/1（日）
■場所：ポートロイヤルゴルフクラブ（バミューダ諸島）
■賞金総額：-（優勝賞金：54万ドル）
■19年優勝：ブランドン・トッド（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 10/29（木）深夜1：00～3：00 
２日目 10/30（金）深夜1：00～3：00
３日目 10/31（土）深夜1：00～3：15
最終日 11/1（日）深夜1：00～3：15
（※最大延長 [３日目]午前4：00まで[最終日] 午前6：00まで）

昨年から新たに設立された大会。米国東部、ニューヨークから飛行機で2時間
弱にあるバミューダ諸島サウサンプトンのポートロイヤルゴルフクラブで行われる。
海岸線に沿って作られたコースはエメラルドグリーンの海と純白に染められた別
荘群、青い空のコントラストが抜群の美しいゴルフコースだ。

バミューダチャンピオンシップ

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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SAS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：10/16（金）～10/18（日）
■場所：カントリークラブ・オブ・バージニア（バージニア州）
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30.5万ドル）
■19年優勝：ミゲル・アンヘル・ヒメネス（スペイン）

プレーオフシリーズ第1戦。上位54人が次戦へ進むことができる。開催コースは
、1928年開場のバージニアが誇る名門、カントリークラブ・オブ・バージニア。比
較的フラットなフロントナインに比べ、バックナインは傾斜が強く、試合の終盤に
かけてドラマチックな展開が望めるだろう。

©Getty Images

ドミニオンエナジー チャリティークラシック

チャールズ・シュワブカップ、プレーオフシリーズ前の最終戦。この大会終
了後、賞金ランク72位以上がプレーオフシリーズへ進むのだが、ランキ
ング外の選手にもチャンス。ワイルドカードとして、この大会でTOP10
入りした選手の1人が最後の1人として進出することができる。100万
ドル獲得できる年間王者が決まる最終戦へ生き残りをかけた戦いとな
る。

【大会概要】
■開催日：10/9(金）～10/11（日）
■場所：プレストンウッドカントリークラブ（ノースカロライナ州）
■賞金総額：210万ドル（優勝賞金：31.5万ドル）
■19年優勝：ジェリー・ケリー（米国）

＜放送日時＞
１日目 10/13（火）午後6：00～8：30
２日目 10/14（水）午後6：00～9：00
最終日 10/15（木）午後6：00～9：00 

＜放送日時＞
１日目 10/20（火）午後7：00～9：00
２日目 10/21（水）午後7：00～9：00
最終日 10/22（木）午後7：00～9：00 

©Getty Images



ひとりゴルフ

ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～シャフトをサルベージ(２)～長尺短尺どっちがいいの？

10/2（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。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、“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。今月はシャフ
トをサルベージ。自分のスペックを知らない華丸のためにシャフトの
長さの重要さをレクチャー。長尺、短尺、それともワンレングス？シ
ャフトの長さにテーマを絞って深堀りする。

＜放送日時＞
小鯛竜也 10/14（水）午後10：00～11：00
永井花奈 10/28（水）午後10：00～11：00

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。10月放送は国内ツアー1勝の小鯛竜也
、同じくツアー1勝永井花奈が登場する。

©Getty Images
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TEAM SERIZAWA

稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃５５ 10/5（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。

＜放送日時＞
＃３８７ 10/13（火）午後10：00～10：30
＃３８８ 10/27（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
を中心に藤田寛之、宮本勝昌、上井邦弘、西山ゆかりらトッププロと若
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。今月はボルボジャパンファイナルの優勝者＆準優勝者ペアが登場
する。



スター☆ゴルフマッチⅡ

あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１３２ 10/4（日）午後10：00～10：15 ＃１３３ 10/11（日）午後10：00～10：15
＃１３４ 10/18（日）午後10：00～10：15 ＃１３５ 10/25（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。

＜放送日時＞
＃７０ 10/6（火）午後9：30～10：00 ＃７１ 10/20（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。



牧野裕のEnjoy Golf

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】

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。一緒にゴルフを楽しく考えて行きましょう！！

＜放送日時＞
＃３０ 10/6（火）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
10/6（火）午後11：00～11：30 10/13（火）午後11：00～11：30 
10/20（火）午後11：00～11：30 10/27（火）午後11：00～11：30

国内ツアー4勝の牧野裕が、初心者から上級者まで年齢性別を問わず
幅広い方に、ワンポイントレッスンや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。



ゴルフ★パラダイス

藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 10/6（火）午後11：30～11：45 ＃２ 10/13（火）午後11：30～11：45
＃３ 10/20（火）午後11：30～11：45 ＃４ 10/27（火）午後11：30～11：45

プロゴルファー、藤田光里による丁寧なレッスンや解説盛りだくさんにお
送りする新番組。状況別のマネジメントや、その時に使うべき技術の
選択など、スコアメイクに必要不可欠なゴルフのポイントやツボを伝授
する。すべてのプレーヤーに役立つ内容がぎっしりと詰まった、ゴルフ偏
差値を高めるための番組。あらゆる状況別においての、現役プロゴルフ
ァーとアマチュアゴルファーの考え方の違いを導き出す。

＜放送日時＞
＃４０ 10/6（火）午後11：45～深夜0：00 ＃４１ 10/13（火）午後11：45～深夜0：00
＃４２ 10/20（火）午後11：45～深夜0：00 ＃４３ 10/27（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！

©Getty Images



エバーグリーンクラブ

橋本マナミのLeader`s GOLF
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１０２ 10/6（火）深夜0：00～0：30 ＃１０３ 10/13（火）深夜0：00～0：30
＃１０４ 10/20（火）深夜0：00～0：30 ＃１０５ 10/27（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！？

＜放送日時＞
＃１９ 10/6（火）深夜0：30～0：45 ＃２０ 10/13（火）深夜0：30～0：45
＃２１ 10/20（火）深夜0：30～0：45 ＃２２ 10/27（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。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。

※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
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