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ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2020年10月26日

今月の注目ラインアップ

【12月は2020年最後のビッグイベントを大特集！】

②激動の2020年のゴルフ界を総まとめ！

「まるっと振り返りPGAツアー
～激動の19-20シーズン～」

「ぎゅっと週刊国内ツアー
～コロナで異例の2020を一挙振り返り！～」

「年末恒例2020年振り返り一挙放送」

（P.3～7）

①海外女子メジャー第4戦にして
年内メジャー最終戦！

「全米女子オープンゴルフ選手権」
（P.2）
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全米女子オープンゴルフ選手権 過去大会
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【海外メジャー】

【大会概要】
■開催日：12/10（木）～12/13（日）
■場所：チャンピオンゴルフクラブ（テキサス州）
■賞金総額：550万ドル（優勝賞金：100万ドル）
■19年優勝：イ・ジョンウン6（韓国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 12/10（木）深夜3：00～翌午前8：00
２日目 12/11（金）深夜3：00～翌午前8：00
３日目 12/12（土）深夜3：00～翌午前8：15
最終日 12/13（日）深夜2：00～翌午前7：15
（※最大延長 [１日日]午前9：00まで [２日日]午前9：00まで

[３日日]午前9：00まで [最終日]午前10：00まで）

海外女子メジャー第4戦にして年内のメジャー最終戦となる。6月に開催予定
だったが、12月に延期され行われる。舞台はテキサス州のチャンピオンゴルフクラ
ブ。今年は例年行われている予選会は行われず、出場カテゴリーが拡充された
。現在出場資格がある日本人は畑岡奈紗、渋野日向子、鈴木愛、稲見萌
寧、河本結、上田桃子、勝みなみ、比嘉真美子の8名。昨年は鈴木愛、畑
岡奈紗をはじめ、日本勢13名がメジャー大会に挑んだ中、比嘉真美子が初
日から首位に立ち奮闘。3日目にスコアを落としながら、5位タイで4日間を戦
い抜いた。優勝はイ・ジョンウン6。23歳のツアールーキーが初優勝をメジャーで
飾った。
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＜放送日時＞
2019年大会１日目 12/3（木）午後7：00～10：00

２日目 12/4（金）午後7：00～10：00
３日目 12/5（土）午前9：00～午後0：00
最終日 12/5（土）午後3：00～6：00

今年で75回目を迎える全米女子オープンゴルフ選手権の開幕を前に過去
大会をプレーバック。昨年は鈴木愛、畑岡奈紗をはじめ、日本勢13名がメジ
ャー大会に挑んだ中、比嘉真美子が初日から首位に立ち奮闘。3日目にス
コアを落としながら、5位タイで4日間を戦い抜いた。優勝はイ・ジョンウン6。
23歳のツアールーキーが初優勝をメジャーで飾った。これを見て今年の全米
女子オープンを予習しよう。

全米女子オープンゴルフ選手権
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【年末特番】

＜放送日時＞
12/20（日）午後2：00～3：30

ZOZOチャンピオンシップでのタイガー・ウッズ82勝目から始まり、コロ
ナ禍での大会中止、再開後のデシャンボーによるゴルフ新時代の幕
開けと、激動の1年となった2019-20年シーズンのPGAツアー。この
番組ではスペシャル映像をベースに、スタジオにGN解説陣を招き、
シーズンを振り返る。独自コーナーも企画。タイガー82勝までの軌跡
と83勝目の可能性は？コロナによる歴史上例を見ない中断期間
は選手にどのような影響を及ぼした？デシャンボーの肉体改造による
飛距離新時代、解説陣はどう読む？また、“飛ばし”の秘訣とは？
など盛りだくさんでお届けする。

まるっと振り返りPGAツアー
～激動の19-20シーズン～

＜放送日時＞
12/25（金）午後11：00～深夜0：00

激動の2020年国内ツアーを“ぎゅぎゅっと”振り返る60分！

新型コロナウイルスの影響で多くの大会が開催中止となった今年、

男女ともに2021年までの2年間で1シーズンにするなど異例となっ

た1年間を振り返る。女子ツアーに誕生した新たな新星、中止が

相次いだ男子ツアーの苦悩などそれぞれのツアーを違った切り口で

特集。各ツアーからゲストを呼び、激動のシーズンを余すところなく

お伝え！

ぎゅっと週刊国内ツアー
～コロナで異例の2020を一挙振り返り！～
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＜放送日時＞
◆2020年海外メジャートーナメント一挙放送
【AIG全英女子オープンゴルフ選手権】（優勝：ソフィア・ポポフ）
１日目 12/15（火）午後6：30～9：30
２日目 12/16（水）午後6：30～9：30
３日目 12/17（木）午後6：30～9：30
最終日 12/18（金）午後6：30～9：30
【全米プロゴルフ選手権】（優勝：コリン・モリカワ）
１日目 12/19（土）午前5：00～8：00
２日目 12/19（土）午前8：00～11：00
３日目 12/20（日）午前6：00～9：00
最終日 12/20（日）午前9：00～午後0：00
2020全米プロトークセッション 12/20（日）午後0：00～1：00
【全米女子オープンゴルフ選手権】
１日目 12/19（土）午後5：00～8：00 / 12/31（木）午前9：30～午後0：30
２日目 12/19（土）午後8：00～11：00 / 12/31（木）午後1：00～4：00
３日目 12/20（日）午後3：30～6：30 / 12/31（木）午後6：30～9：30
最終日 12/20（日）午後6：30～9：30 / 12/31（木）午後9：30～深夜0：30
【全米オープンゴルフ選手権】（優勝：ブライソン・デシャンボー）
１日目 12/24（木）午後7：00～10：00
２日目 12/25（金）午後7：00～10：00
３日目 12/26（土）午後7：00～10：00
最終日 12/27（日）午後6：00～9：00
2020全米オープントークセッション 10/27（日）午後9：00～10：00
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【年末特番】

年末恒例2020年振り返り一挙放送



＜放送日時＞
◆PGAツアー19-20年シーズンベストセレクション
【セントリートーナメント オブ チャンピオンズ】（優勝：ジャスティン・トーマス）
最終日 12/17（木）午後11：00～深夜2：00
【ザ・ジェネシスインビテーショナル】（優勝：アダム・スコット）
最終日 12/18（金）午後11：00～深夜2：00
【WGC-メキシコチャンピオンシップ】（優勝：パトリック・リード）
最終日 12/19（土）深夜1：15～翌午前4：15
【トラベラーズチャンピオンシップ】（優勝：ダスティン・ジョンソン）
最終日 12/20（日）午後11：15～深夜2：15
【ロケットモーゲージクラシック】（優勝：ブライソン・デシャンボー）
最終日 12/21（月）午後7：00～10：00
【ワークデイチャリティオープン】（優勝：コリン・モリカワ）
最終日 12/23（水）午後11：00～深夜2：00
【WGC-FedExセントジュードインビテーショナル】（優勝：ジャスティン・トーマス）
最終日 12/24（木）午後11：00～深夜2：00
【ザ・ノーザントラスト】（優勝：ダスティン・ジョンソン）
最終日 12/25（金）深夜0：00～3：00
【BMWチャンピオンシップ】（優勝：ジョン・ラーム）
最終日 12/26（土）午後11：30～深夜2：30
【ツアーチャンピオンシップ】（優勝：ダスティン・ジョンソン）
最終日 12/27（日）午後11：00～深夜2：00
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【年末特番】

年末恒例2020年振り返り一挙放送



＜放送日時＞
◆国内ツアー「とことん1番ホール生中継＆ダイジェスト」一挙放送
【NEC軽井沢72ゴルフトーナメント】（優勝：笹生優花）
PLAYBACK1番ホール２日目 12/22（火）午前5：00～9：00
ダイジェスト２日目 12/22（火）午前9：30～10：30
PLAYBACK1番ホール最終日 12/22（火）午後2：00～4：30
ダイジェスト最終日 12/22（火）午後5：00～6：30
【ニトリレディスゴルフトーナメント】（優勝：笹生優花）
PLAYBACK1番ホール３日目 12/23（水）午前5：00～9：30
PLAYBACK1番ホール最終日 12/23（水）午後1：00～4：30
【ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント】（優勝：小祝さくら）
PLAYBACK1番ホール２日目 12/24（木）午前5：00～9：00
PLAYBACK1番ホール最終日 12/24（木）午前11：30～午後2：30
【第51回東海クラシックレディース】（優勝：古江彩佳）
ダイジェスト１日目 12/25（金）午前5：00～7：00
PLAYBACK1番ホール２日目 12/25（金）午前7：00～9：30
ダイジェスト２日目 12/25（金）午前10：00～11：30
PLAYBACK1番ホール最終日 12/25（金）午後1：30～3：00
ダイジェスト最終日 12/25（金）午後3：30～5：00
【日本女子オープンゴルフ選手権競技】（優勝：原英莉花）
PLAYBACK1番ホール３日目 12/26（土）午後0：45～6：00
PLAYBACK1番ホール最終日 12/27（日）午後0：45～6：00
【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】（優勝：中山正芳）
ダイジェスト１日目 12/28（月）午前5：00～6：00
ダイジェスト２日目 12/28（月）午前6：00～7：00
PLAYBACK1番ホール最終日 12/28（月）午前7：00～午後0：00
ダイジェスト最終日 12/28（月）午後1：00～3：00
【日本オープンゴルフ選手権競技】（優勝：稲森佑貴）
PLAYBACK1番ホール３日目 12/28（月）午後3：30～8：45
PLAYBACK1番ホール最終日 12/28（月）午後8：45～深夜2：00
【富士通レディース】（優勝：申ジエ）
ダイジェスト２日目 12/29（火）午前5：00～6：00
ダイジェスト最終日 12/29（火）午前6：00～7：30
【樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント】
ダイジェスト２日目 12/29（火）午前9：00～10：00
ダイジェスト最終日 12/29（火）午前10：30～午後0：00
【伊藤園レディスゴルフトーナメント】
ダイジェスト２日目 12/29（火）午後1：00～2：00
ダイジェスト最終日 12/29（火）午後2：00～3：30
【三井住友VISA太平洋マスターズ】
ダイジェスト２日目 12/29（火）午後4：30～6：30
ダイジェスト３日目 12/29（火）午後7：00～9：00
ダイジェスト最終日 12/31（木）午前5：00～7：00 6

【年末特番】

年末恒例2020年振り返り一挙放送



＜放送日時＞
◆オリジナル番組年末一挙放送
【白金台女子ゴルフ部 東西対抗戦】
＃１ 12/27（日）午前5：00～5：30
＃２ 12/27（日）午前5：30～6：00
＃３ 12/27（日）午前6：00～6：30
＃４ 12/27（日）午前6：30～7：00
＃５ 12/27（日）午前7：00～7：30
＃６ 12/27（日）午前7：30～8：00
＃７ 12/27（日）午前8：00～8：30
＃８ 12/27（日）午前8：30～9：00
＃９ 12/27（日）午前9：00～9：30
＃１０ 12/27（日）午前9：30～10：00
＃１１ 12/27（日）午前10：00～10：30
＃１２ 12/27（日）午前10：30～11：00
【ギア猿】
～診療所3 野人vs新世代アイアン！？

12/30（水）午前5：00～6：00
～シャフトをサルベージ！～華丸運命のシャフトに出会う

12/30（水）午前6：00～7：00
～PGAショー2020をサルベージ！～劇団ひとり再び！最新ギアをお試しするぞ

12/30（水）午前10：00～11：10
～新機能をサルベージ！～ホールインワンの奇跡

12/30（水）午前11：15～午後0：15
テレワークでサルベージ（1）～ギアのお手入れ＆コソ練するぞ～

12/30（水）午後1：00～2：00
～テレワークでサルベージ（2）～教えて鹿又っちゃんSP

12/30（水）午後2：00～3：00
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？～

12/30（水）午後3：00～4：00
パターをサルベージ（3）～とても大事なアライメントと距離感のお話～

12/30（水）午後4：30～5：30
～ドライバーをサルベージ(3)～カチャカチャを使いこなせ

12/30（水）午後5：30～6：30
～シャフトをサルベージ（2)～長尺短尺どっちがお得？

12/30（水）午後6：30～7：30
ドライバーをサルベージ（4）～秋の大収穫祭、新作打ちまくるぞ～

12/30（水）午後7：30～8：30
～第2回アッツイ人選手権～巣ごもりで珍商品開発ラッシュ！？

12/30（水）午後8：30～9：45
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【年末特番】

年末恒例2020年振り返り一挙放送



ゴルフ真剣勝負 the MATCH
～女子プロ92年会 ３マッチトーナメント～
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【注目番組】

＜放送日時＞
女子プロ92年会による9ホールのマッチプレートーナメントを開催！

12/2（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。11
月から新シーズン突入！青木瀬令奈、成田美寿々、葭葉ルミ、香妻琴
乃の92年生まれの同級生たちが激突する。今月は予選MATCH②、
成田美寿々vs葭葉ルミをお送りする。

勝者の条件 堀川未来夢のマネジメント論

＜放送日時＞
＃１ 12/4  （金）午後10：00～10：30
＃２ 12/11（金）午後10：00～10：30
＃３ 12/18（金）午後10：00～10：30
＃４ 11/25（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。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の条件

に迫る！今月は堀川未来夢選手が登場。2019年に優勝した日本ツ

アー選手権の開催コース、宍戸ヒルズカントリークラブ西コースを、清水重

憲キャディと共にラウンドする。



ぎゅっと週刊国内ツアー
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【国内ツアー】

＜放送日時＞
＃１６４ 12/7（月）午後11：00～11：15

3シーズン目を迎えた「ぎゅっと週刊国内ツアー」は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を紹

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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【PGAツアー】

マヤコバゴルフクラシック

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：12/3（木）～12/6（日）
■場所：エルカマレオンゴルフクラブ（メキシコ）
■賞金総額：720万ドル（優勝賞金：129.6万ドル）
■19年優勝：ブレンドン・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 12/3（木）深夜0：00～3：00 
２日目 12/4（金）深夜0：00～3：00
３日目 12/6（日）午前4：30～7：15
最終日 12/6（日）深夜3：00～翌午前6：15
（※最大延長 [３日目]午前8：00まで[最終日] 午前9：00まで）

メキシコ屈指のリゾート地、リビエラマヤのエルカマレオンゴルフクラブで開催され
る。全長7013ヤード、パー71のコースはグレッグ・ノーマン設計。1番ホールの
フェアウェイには自然の地下洞窟を生かした洞窟バンカーが待ち構えている。ま
た、熱帯林のジャングルやマングローブ密集地帯など普段の中継では見ること
ができない自然も魅力的。昨年はブレンドン・トッドが優勝。前週のバミューダチ
ャンピオンシップも制して、2018年のブライソン・デシャンボー以来の2週連続
優勝を果たした。また、PGAツアーが秋スタートとなってから初めて秋シーズンに
2勝した選手となった。

【大会概要】
■開催日：12/11（金）～12/13（日）
■場所：ティブロンゴルフクラブ（フロリダ州）
■賞金総額：360万ドル（優勝賞金：43.5万ドル）
■19年優勝：ローリー・サバティーニ（南アフリカ）＆ケビン・トウェイ（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 12/12（土）午前9：00～午後1：00
２日目 12/13（日）午前9：00～午後0：00 
最終日 12/14（月）午前10：00～午後2：15
（※最大延長 [最終日]午後3：30まで）

PGAツアー18勝、全英オープン2勝の「ホワイトシャーク」と呼ばれたレジェンド、グレッグ・ノーマン主催のダブルストーナメント。初日
は変則オルタネート、2日目はベストボール、最終日はスクランブルとプレー方式を変えてプレーする。例年バーディ合戦となり盛り
上がる。舞台はフロリダ州、ティブロンゴルフクラブ。

QBEシュートアウト
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【PGAツアー】

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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【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・再放送あり
１日目 12/10（木）午後4：00～10：00
２日目 12/11（金）午後4：00～10：00
３日目 12/12（土）午後4：00～10：15
最終日 12/13（日）午後3：30 ～9：45
（※最大延長 [３日目] 午後11：00まで[最終日] 午後11：30まで）

ヨーロピアンツアー最終戦にしてロレックスシリーズ第4戦。レーストゥドバイランキ
ング上位50名が最終決戦地ドバイに集結する。賞金総額800万ドル、優勝
賞金300万ドルはPGAツアーを抜いてゴルフトーナメントとしては歴代最高額。
また、この大会の優勝者に年間チャンピオンの称号が与えられる。舞台はアラブ
首長国連邦（UAE）ドバイのジュメイラゴルフエステート。2009年にグレッグ・
ノーマン設計でオープンしたアースコースで行われる。大会は2009年にドバイワ
ールドチャンピオンシップとして初開催され、今年で11年目となる。

【大会概要】
■開催日：12/10（木）～12/13（日）
■場所：ジュメライゴルフエステート（UAE）
■賞金総額：800万ドル（優勝賞金：300万ドル）
■19年優勝：ジョン・ラーム（スペイン）

©Getty Images

DPワールドツアーチャンピオンシップ ドバイ
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PNCチャンピオンシップ

【PGAツアーチャンピオンズ】

各年代を彩ってきたレジェンドプロとその息子、娘、孫たちがタッグを組
み争う、ツアーチャンピオンズの最終戦。今年から大会名を変更して行
われる。舞台はフロリダ州のリッツカールトンゴルフクラブ。グレッグ・ノーマ
ン設計の全長6853ヤード、パー72のコース。昨年はベルンハルト・ラ
ンガーとジェイソンの親子が12アンダーで優勝した。

【大会概要】
■開催日：12/19(土）～12/20（日）
■場所：リッツカールトンゴルフクラブ（フロリダ州）
■賞金総額：108.5万ドル
■19年優勝：ベルンハルト・ランガー＆ジェイソン・ランガー（ドイツ）

＜放送日時＞
１日目 12/22（火）午後7：00～8：30
最終日 12/23（水）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＞
～第2回アッツイ人選手権～巣ごもりで珍商品開発ラッシュ！？

12/4（金）午後10：45～ 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75分
に放送時間を拡大し、大好評だったギア猿アッツイ人選手権の第
2回目を開催。全国に隠れたゴルフグッズ発明家を大発掘するぞ
！今回は、はたしてどんな商品が開発されるのか乞うご期待！

＜放送日時＞
深堀圭一郎 12/9（水）午後10：00～11：00
藤田寛之 12/23（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。

©Getty Images



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＞
＃５7 12/7（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、お笑いコンビ・アン
タッチャブルの柴田英嗣とお送りするゴルフ情報番組。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。12月は、稲村・柴田が2人一緒に
初ラウンド！「9ホールをまわって2人の合計スコアで100切り」を目
指します！芝の上での初めての共同作業、ミッションクリアとなるのか
？！

＜放送日時＞
＃３９１ 12/8（火）午後10：00～10：30
＃３９２ 12/22（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。



ゴルフってゴルフだけじゃない！

あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１４１ 12/6（日）午後10：00～10：15 ＃１４２ 12/13（日）午後11：30～11：45 
＃１４３ 12/20（日）午後10：00～10：15 ＃１４４ 12/27（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＞
12/5（土）午後11：00～ 11：30

皆さんが思い描くゴルフって何ですか？ゴルフとはゴルフ場でラウンドすること。もちろん正解だが、実はゴルフ場でラウンドするだけ
がゴルフじゃない！この番組ではお笑い芸人の東京ホテイソンたけるがゴルフ初心者のカミナリの2人にゴルフに付随する旅、グ
ルメ、ファッション、出会い、恋愛、グッズ収集など、様々なゴルフの楽しみや魅力を紹介する。

ゴルフ６

＜放送日時＞
８R １２/15（火）午後10：00～10：30

6ホール勝負のマッチプレー「ゴルフ6」。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。今回のゲストは、元プロ野球
選手の宮本慎也。1994年、ドラフト2位でヤクルトスワローズに入団。
守備では19年間で通算10回のゴールデングラブ賞を受賞、打撃では
日本のプロ野球界で唯一、通算2000本安打と400犠打の両方を達
成。また、2004年のアテネ五輪、2008年の北京五輪では日本代表
のキャプテンとしてチームを牽引するなど、世界の舞台でも活躍した。「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。



白金台女子ゴルフ部 東西対抗戦

＜放送日時＞
＃１０ 12/6（日）午後1：00～1：30 ＃１１ 12/13（日）午後0：00～0：30
＃１２ 12/20（日）午後1：00～1：30

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＞
＃７４ 12/1（火）午後9：30～10：00 ＃７５ 12/15（火）午後9：30～10：00
＃７６ 12/29（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。

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」。10月から新シーズンに突入！今回は新メンバーも加わ
った総勢18人の部員が東西に分かれて激突！賞金200万円をめぐり
熱い戦いを繰り広げる。2日間かけてダブルス6試合・シングルス3試合を
行い、より多くのポイントを獲得したチームの勝利となる。両チームを率い
るのは、豪華なキャプテン！東軍のキャプテンは松山英樹の元キャディ、
進藤大典。対する西軍は今話題のツアープロコーチ、フジモンティ。パワ
ーアップした白金台女子ゴルフ部！可愛いだけじゃない、真剣勝負をご
堪能あれ。



葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

Turf & Trip～今こそゴルフ旅！大人女子が会いに行く～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 12/1（火）午後10：30～10：45 ＃２ 12/8（火）午後10：30～10：45
＃３ 12/15（火）午後10：30～10：45 ＃４ 12/22（火）午後10：30～10：45
＃５ 12/29（火）午後10：30～10：45

大人の女性にオススメ！「ゴルフツーリズム」の魅力を紹介する番組がスタート。ゴルフツーリズムとは、ゴルフを楽しみ、さらに周辺
の土地の魅力を満喫する新しい旅のスタイル。プロゴルファーの佐伯三貴と高橋友希子、アナウンサーの河野行恵の大人女子
3人が広島県三原市を舞台に、ゴルフだけでなく観光も楽しむ新感覚バラエティ。

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＞
＃３２ 12/1（火）午後10：00～10：30



藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会

牧野裕のEnjoy Golf
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
12/1（火）午後11：00～11：30        12/8（火）午後11：00～11：30 
12/15（火）午後11：00～11：30 12/22（火）午後11：00～11：30
12/29（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。

＜放送日時＞
＃９ 12/1（火）午後11：30～11：45 ＃１０ 12/8（火）午後11：30～11：45
＃１１ 12/15（火）午後11：30～11：45 ＃１２ 12/22（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。



橋本マナミのLeader`s GOLF

ゴルフ★パラダイス
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃４８ 12/1（火）午後11：45～深夜0：00 ＃４９ 12/8（火）午後11：45～深夜0：00
＃５０ 12/15（火）午後11：45～深夜0：00 ＃５１ 12/22（火）午後11：45～深夜0：00
＃５２ 12/29（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＞
＃１１０ 12/1（火）深夜0：00～0：30 ＃１１１ 12/8（火）深夜0：00～0：30
＃１１２ 12/15（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！？

※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
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http://www.golfnetwork.co.jp/

