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ゴルフネットワーク
２０２１年１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11月25日

今月の注目ラインアップ

年初めはゴルフネットワークで！
松山英樹＆PGAツアーを大特集！

②PGAツアーは恒例のハワイアンスイングからスタート！
「セントリートーナメント オブ チャンピオンズ」
「ソニーオープン イン ハワイ」

（P.4）

①毎年恒例の松山英樹特番！今年はPGAツアーを語り尽くす！

「新春スペシャル『松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰』」
「松山英樹特番をプレーバック DAYS-2041-松山英樹と進藤大典」
「進藤大典と振り返る松山英樹シリーズ」

（P.2～3）
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【年始特番】

＜放送日時＞
1/1（金・祝）午後8：00～9：00

毎年恒例となっている、松山英樹にフィーチャーする新春特別番組
。 今年は「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」と題し、 独
占インタビューで主戦場とするPGAツアーにまつわることを中心に、松
山英樹の最高峰（No.1）を選んでもらう。最も好きなコースは？
14本の中で最も信頼しているクラブは？ドライバーが最もうまい選手
は？などなど…松山ファンはもちろん、PGAツアーファンも必見！松
山英樹の最高峰（No.1）をとことん掘り下げる。また、そのインタビ
ューの様子をスタジオパートでウォッチング。実況・解説をはじめとする
、松山をよく知る出演者が、最高峰（No.1）について予想や考察
を展開する。

新春スペシャル
「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」

＜放送日時＞
1/1（金・祝）午後7：00～8：00

2020年新春特別番組を特別編成。2018年11月18日。一つの
物語が終わった。世界の頂を目指し、支え合い、喜びも悲しみも分
け合ってきた松山英樹と、そのキャディ進藤大典のコンビ解消である
。「すれ違い」「仲違い」…周囲の雑音も聞こえた。ただそこには2人
だけにしか分からない「フィナーレ」があった。そして、コンビ解消から1
年。その2人がヒザをつき合わせ再び、向かい合う。松山英樹×進
藤大典…。史上初の、2人きり、男同士の“語り合い”。その中で見
えてくる真実とは？そして、未来への思いとは？2人の戦いの日々を
見つめながら、その物語を紐解いていく。

DAYS-2041-
松山英樹と進藤大典
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＜放送日時＞
～2014ザ・メモリアルトーナメント presented by ネーションワイドインシュランス～

1/1（金・祝）午前5：30～8：30
～2016WGC-ウェイストマネジメント フェニックスオープン～

1/1（金・祝）午前9：00～午後0：00
～2016HSBCチャンピオンズ～

１/1（金・祝）午後0：30～3：30
～2017ウェイストマネジメント フェニックスオープン～

1/1（金・祝）午後4：00～7：00
～2017WGC-ブリヂストンインビテーショナル～

1/3（日）午後10：15～深夜1：15
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【年始特番】

進藤大典と振り返る松山英樹シリーズ一挙放送

日本人歴代最多のPGAツアー5勝を記録し、世界トッププロとして活躍する松山英樹。2014年からPGAツアーを主戦場とし、
数々の記録を塗り替えてきた。そして、常に隣にいたのはプロキャディ、進藤大典。あの時なにを話し、なにを考え、なにを感じてい
たのか。今回、進藤大典を解説に迎えて大会をプレーバック。歓喜の瞬間を秘話と共にもう一度。
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【PGAツアー】

セントリートーナメント オブ チャンピオンズ

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：1/7（木）～1/10（日）
■場所：プランテーションコース at カパルアリゾート（ハワイ州）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：134万ドル）
■20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 1/8（金）午前8：00～午後0：00 
２日目 1/9（土）午前8：00～午後0：00
３日目 1/10（日）午前6：00～10：15
最終日 1/11（月・祝）午前8：00～午後0：15
（※最大延長 [３日目]午前11：00まで[最終日] 午後2：00まで）

2021年のPGAツアー初戦は毎年恒例のハワイでスタート。例年、昨シーズン
のツアー優勝者のみが出場できる大会だが、今年は中断の影響から出場枠が
大きく変更された。今大会は昨シーズンと今シーズン12月までのPGAツアー優
勝者に加え、PGAツアー最終戦・ツアーチャンピオンシップに出場したFedExラ
ンク30位以内の選手にも出場権が与えられることとなった。そのため松山英樹
の出場も予定されている。舞台はカパルアリゾート、プランテーションコース。ツア
ーで唯一、パー73で設定されているユニークなコースだ。大会の起源は古く、
1953年「トーナメントオブチャンピオンズ」としてラスベガスで初開催。1999年
からハワイに会場を移して開催されている。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 1/15（金）午前9：00～午後0：30 
２日目 1/16（土）午前9：00～午後0：30
３日目 1/17（日）午前9：00～午後0 ：45
最終日 1/18（月）午前8：00～午後0：15
（※最大延長 [３日目]午後1：30まで[最終日] 午後2：00まで）

ソニーオープン イン ハワイ

【大会概要】
■開催日：1/14（木）～1/17（日）
■場所：ワイアラエカントリークラブ（ハワイ州）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：118.8万ドル）
■20年優勝：キャメロン・スミス（豪州）

2021年2戦目は、オアフ島ワイアラエカントリークラブで開催。青木功が1983
年に日本人初のPGAツアー優勝を果たすなど、日本勢と所縁があるこの大会
、昨年は9名が出場し、松山英樹が最高成績12位Tでフィニッシュ。開催コー
スのワイアラエカントリークラブは1927年セス・レイナ―設計。 1965年から同
大会を開催しているこのコース、「ワイアラエ」はハワイの言葉で「湧き水」を意味
し、湿地帯に建設されているコースになる。昨年はハワイでは珍しい大雨に見
舞われ、ラフがぬかるむなど難しいコンディションとなった。

©Getty Images
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【PGAツアー】

ザ・アメリカンエキスプレス

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：1/21（木）～1/24（日）
■場所：PGAウエスト（カリフォルニア州）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：120.6万ドル）
■20年優勝：アンドリュー・ランドリー（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 1/22（金）午前5：00～9：00 
２日目 1/23（土）午前5：00～9：00
３日目 1/24（日）午前5：00～9：15
最終日 1/25（月）午前5：00～9：15
（※最大延長 [３日目]午前10：00まで[最終日] 午前11：00まで）

ハワイの2戦を終え、舞台は米国西海岸での“ウエストコーストスイング”へ。メイ
ンコースとなるPGAウエストスタジアムコースは1986年ピート・ダイの設計。「世
界で1番難しいコースを作ってほしい」という要望から、スコットランドのリンクスス
タイルを参考にして設計された。ゴルフダイジェストのアメリカトップ100コースにも
選ばれているが、PGAツアー屈指の難コースとして知られており、あまりの難しさ
に1988年から2015年まで選手の署名活動によって大会での使用を禁止さ
れていた。今年からフィル・ミケルソンが大会ホストを務める。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 1/29（金）午前5：00～9：00 
２日目 1/30（土）午前5：00～9：00
３日目 1/31（日）深夜3：00～8：15
最終日 2月放送予定
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで）

ファーマーズインシュランスオープン

【大会概要】
■開催日：1/28（木）～1/31（日）
■場所：トーレパインズゴルフコース（カリフォルニア州）
■賞金総額：-万ドル（優勝賞金：135万ドル）
■20年優勝：マーク・リーシュマン（豪州）

ウエストコーストスイング第2戦。1月最後の大会は名門コース、トーレパインズ
ゴルフコースでの開催。 1957年にオープンしたこのコースは第二次世界大戦
中に米軍キャンプとして使用されていた土地にオープン。ノースコース、サウスコ
ースの全36ホールのコースで、特にノースコースのバックナインの海岸線の景色
はツアー屈指の絶景である。タイガー・ウッズが得意とするコースで、2021年の
初戦に選ぶ可能性が高い。大会は1952年にサンディエゴオープンとしてスター
ト。2010年から同大会名となっている。トーレパインズは1968年から使用し
ている。

©Getty Images
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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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三菱エレクトリックチャンピオンシップ at フアラライ

【PGAツアーチャンピオンズ】

直近2年間のツアーチャンピオンを筆頭に、メジャーチャンピオン、ツアー
5勝以上のプレーヤーなど、豪華な顔ぶれが集結する2021年の初戦
。風光明媚なフアラライを舞台に繰り広げられるシーズン序盤戦に注
目。

【大会概要】
■開催日：1/21(木）～1/23（土）
■場所：フアラライゴルフコース（ハワイ州）
■賞金総額：180万ドル
■20年優勝：ミゲル・アンヘル・ヒメネス（スペイン）

＜放送日時＞
１日目 1/26（火）午後7：00～9：00
２日目 1/27（水）午後6：00～8：00
最終日 1/28（木）午後6：00～8：00 

©Getty Images



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！

1/6（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。今月は決勝MATCH、青
木瀬令奈vs葭葉ルミをお送りする。

勝者の条件 今平周吾のマネジメント論

＜放送日時＞
＃１ 1/8  （金）午後10：00～10：30
＃２ 1/15（金）午後10：00～10：30
＃３ 1/22（金）午後10：00～10：30
＃４ 1/29（金）午後10：00～10：30

今月は今平周吾が登場！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。今月

は今平周吾が千葉県ザ・カントリークラブジャパンを、エースキャディ柏木

一了と共にラウンドする。ザ・カントリークラブジャパンはチャレンジツアーの

最終戦「JGTO Novil FINAL」の舞台。今平にとって、2014年下部

ツアー賞金王を決め、その後のシード権獲得や賞金王へと成長していくき

っかけとなったコースだ。賞金王が考えるコースマネジメントとは！？

また無口でシャイなイメージの今平はラウンド中、キャディと何を話し何を

考えているのか？トッププロへと羽ばたくきっかけとなった思い出のコースで

ラウンドし今平周吾のマネジメントに迫る。©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＞
～ウェッジをサルベージ（２）～マイベストロフトを見つけよう

1/1（金・祝）午後11：00～ 深夜0：10

今月は70分でお届け！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。

＜放送日時＞
関藤直熙 1/13（水）午後10：00～11：00
林菜乃子 1/27（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＞
＃５８ 1/4（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。1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
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＞
＃３９３ 1/12（火）午後10：00～10：30
＃３９４ 1/26（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。



あすゴル！ゴルフ部

ゴルフ6
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃９ 1/19（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＞
＃１４５ 1/3（日）午後10：00～10：15 ＃１４６ 1/10（日）午後10：00～10：15 
＃１４７ 1/17（日）午後10：00～10：15 ＃１４８ 1/24（日）午後9：45～10：00
＃１４９ 1/31（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。
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【オリジナル番組】

プレメンレッスン！Season 3
土手陸メソッド

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

今回は土手陸コーチ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。今回のコーチ、土手陸は広島県出身の29歳。24歳でゴル
フをはじめ、京都の「スイングファクトリー」の店長を経て、現在は「ゴルフギ
アベースD-UP」の代表や森守弘コーチが主宰する「東京ゴルフスタジオ」
でアマチュアからプロまで幅広くレッスンを行っている。研究熱心でスイング
とギアに深い造詣をもち、レッスンとクラフトマンの両面から上達させる指導
に定評がある。

＜放送日時＞
1/9（土）午後10：00～ 11：00

今年で16年目を迎えるゴルフネットワークのピンクリボン運動。乳
がんの“早期発見・早期診断・早期治療”の大切さを様々な形で
広める。今年は、MCにタケ小山を迎え、青木瀬令奈、成田美
寿々、永井花奈、西郷真央の女子プロ4名によるダブルス戦のチ
ャリティマッチを開催！

©Getty Images

女子プロ×ピンクリボン
ゴルフネットワーク スペシャルチャリティマッチ



大人のゴルフプロジェクト

資生堂 企業対抗レディスゴルフトーナメント2020
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
1/10（日）午後5：00～ 6：00

太平洋クラブ美野里コースで開催される「資生堂 企業対抗レディ
スゴルフトーナメント2020」全国決勝の模様を出場チーム事前取
材を交え、60分番組で放送。今年は、万全のコロナ対策を実施し
た上で開催される。予選を通過した同一企業に所属する2名で出
場し、アスリートクラス・エンジョイアスリートクラスの2部門の競技方
法で争われる。大会意義は、単にゴルフを楽しむだけでなく、「働く
女性による、働く女性のための、働く女性のサードプレイス」をキーワ
ードに、（ファーストプレイス（家族）でもなく、セカンドプレイス（
職場）でもなく、自分らしい時間を過ごす事のできる第三の場所、
それがサードプレイス）肩書を外した関係で共にチャレンジし、新し
い仲間との出会いを通じ、新しい自分の価値を発見する場所とし
て紹介。スクラッチ競技・スクランブル競技ともに企業女子最高峰の
ゴルフ競技団体戦。

＜放送日時＞
1/11（月・祝）午後10：00～ 11：00

ゴルフも仕事も真剣に取り組み、そしてとことん楽しむこと。それこそが究極のゴルフスタイル。大人のゴルフプロジェクトはそんな素
敵な人生の実現を目指すゴルファーを育てる番組。今回はゴルフ界きっての理論派、佐久間馨と雑誌LEON元編集長の西園
寺薫が実業家の岡崎富夢さんを迎え、ラウンド＆ゴルフ談義を展開する。大人のゴルフとはどのようなものなのか、番組内で紹
介します。



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＞
＃７７ 1/12（火）午後9：30～10：00
＃７８ 1/26（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。

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＞
＃３３ 1/5（火）午後10：00～10：30



牧野裕のEnjoy Golf

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＞
＃６ 1/5（火）午後10：30～10：45 ＃７ 1/12（火）午後10：30～10：45
＃８ 1/19（火）午後10：30～10：45 ＃９ 1/26（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。

＜放送日時＞
1/5（火）午後11：00～11：30        1/12（火）午後11：00～11：30 
1/19（火）午後11：00～11：30 1/26（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。



橋本マナミのLeader`s GOLF

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＞
＃１３ 1/12（火）午後11：30～11：45 ＃１４ 1/19（火）午後11：30～11：45
＃１５ 1/26（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＞
＃１１３ 1/5（火）深夜0：00～0：30 ＃１１４ 1/12（火）深夜0：00～0：30
＃１１５ 1/19（火）深夜0：00～0：30 ＃１１６ 1/26（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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