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今月の注目ラインアップ

国内女子ツアー2021年シーズン開幕をとことんお届け！
PGAツアーは第5のメジャー開幕！松山英樹、幻の63再現へ

②新番組＆国内女子ツアー人気選手が登場！
「３週連続 オフに潜入！女子プロスペシャル チーム辻村」
「イマドキ女子と学ぶ新感覚ゴルフレッスン 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ」
「勝者の条件 西村優菜のマネジメント論」
「ギア猿～えっもう5年目突入!?2時間SP～ギア猿的チーム戦だぞ」
「笹生優花 世界No.1を目指して！」

（P.5～7）

①国内女子ツアー2021年シーズン開幕！とことん1番ホール生中継！
「明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント」
「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI」

（P.2～3）

③第5のメジャー開幕！松山英樹、幻の「63」再び築けるか
「ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ」

（P.9）
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2020-21シーズンの「とことん1番ホール生中継」が、この大会から始まる！
横浜ゴム(株)が2008年から「ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディス
カップ」として開催してきた大会に、2020年大会から明治安田生命保険相
互会社が特別協賛社として名を連ね、開催される。土佐カントリークラブの
1番ホールは、昨年難易度14位と比較的簡単なホールに位置づけられるも
のの、それでも対パーは+0.0221と、バーディー数よりもボギー数が多い。
2018年まで7年連続でプレーオフ決着だったものの、2019年は鈴木愛が
4打差をつけ優勝。史上初めて2年をまたいでのシーズンとなり、2021年の
スタートダッシュをかけるのは果たして！？

【大会概要】
■開催日：3/12（金）～3/14（日）
■コース：土佐カントリークラブ（高知県）
■賞金総額：8,000万円
■2019年優勝：鈴木愛

≪とことん1番ホール生中継≫
２日目 3/13（土）午前8：00～11：00
最終日 3/14（日）午前8：00～10：15
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）

【国内ツアー】

明治安田生命レディスヨコハマタイヤゴルフトーナメント

©Getty Images

8回目を数えるアクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI。2020-21
シーズンとなったが、2021年となってからこの大会で約1か月。ある程度、ス
タートダッシュの出来た選手・出来ていない選手が見えてくる。1番ホールは
ストレートのパー5。昨年大会でのホール難易度は16番目で、各選手とも
積極的にバーディを狙っていきたいところ。風向き等のコンディションがそろえ
ば、ロングヒッターには2オンチャレンジを狙えるため、2打目はフェアウェイから
打ちたい。ティーショットの置き所に注目だ。2019年は、ルーキーイヤーだっ
た河本結が5打差をつけて初優勝を飾った。今年も、実力のあるルーキーが
優勝を飾るのか、それともその前に誰かが立ちはだかるのか。

【大会概要】
■開催日：3/26（金）～3/28（日）
■コース：UMKカントリークラブ （宮崎県）
■賞金総額：8,000万円
■2019年優勝：河本結

≪とことん1番ホール生中継≫
1日目 3/26（金）午前8：00～11：30
2日目 3/27（土）午前8：00～11：30
最終日 3/28（日）午前8：00～10：45
（※最大延長 [最終日]午前11：15まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 3/26（金）午後9：00 ～10：00
２日目 3/27（土）午後9：30 ～11：00
最終日 3/29（月）午後9：45 ～11：00

アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI

©Getty Images
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Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント

シーズン3戦目。昨年は新型コロナウイルスの影響で大会中止となった。
2019年は最終日1打差の2位でスタートした上田桃子が5バーディ、3ボギ
ーの69でプレー、通算6アンダーとして逆転優勝した。2017年10月の「
NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」以来2シーズンぶりのツアー通
算14勝目となった。

【大会概要】
■開催日：3/19（金）～3/21（日）
■コース： 鹿児島高牧カントリークラブ（鹿児島県）
■賞金総額：1億円
■19年優勝：上田 桃子

【国内ツアー】

≪ダイジェスト放送≫
２日目 3/20（土）午後10：00～深夜1：00
最終日 3/21（日）午後11：00～深夜0：30

©Getty Images

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃１６５ 3/8（月）午後11：00～11：15
＃１６６ 3/15（月）午後11：00～11：15 
＃１６７ 3/22（月）午後11：00～11：15 
＃１６８ 3/29（月）午後11：00～11：15

4シーズン目となるぎゅっと週刊国内ツアー。新型コロナウイルスの影響で年

をまたいでのシーズンとなる2021年は3月から再開！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！



３週連続オフに潜入！女子プロスペシャル チーム辻村

イマドキ女子と学ぶ新感覚ゴルフレッスン
鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ
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＜放送日時＞
＃１ 3/5（金）午後10：30～10：45 ＃２ 3/5（金）午後10：45～11：00
＃３ 3/12（金）午後10：30～10：45 ＃４ 3/12（金）午後10：45～11：00 
＃５ 3/19（金）午後10：30～10：45 ＃６ 3/19（金）午後10：45～11：00 
＃７ 3/26（金）午後10：30～10：45 ＃８ 3/26（金）午後10：45～11：00

＜放送日時＞
3/6（土）午後8：00～8：30 

初の2年通年での開催となる特別なシーズン。オフで女子プロゴルファー
不足気味の視聴者のためのエナジードリンク、賞金女王の有力候補たち
のオフに潜入！合宿の模様や練習中のプロの素顔など女子ゴルファンが
見たくても見れないオフに潜入します。３週目は辻村明志コーチに師事
する上田桃子、小祝さくら、吉田優利らが多くの女子プロが切磋琢磨す
るチーム辻村。好成績を収めるプロが多数所属するこのチームの合宿に
潜入する。

＜出演プロ＞
上田桃子、山村彩恵、松森彩夏、永井花奈、小祝さくら、吉田優利

ゴルフを始めたばかりのフリーアナウンサーの鷲見玲奈が巣ごもり期間中の
自宅やオフィスでゴルフ動画やリモートレッスンを駆使 。 あっという間にスコ
アをだせるテクを身につける 。 ゴルフ場や練習場へ外出しないで『上手く
なる』というイマドキ女子と学ぶ新感覚ゴルフレッスン番組。

【オリジナル番組】



ギア猿～えっもう5年目突入!?2時間SP～
ギア猿的チーム戦だぞ

勝者の条件
西村優菜のマネジメント論
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＜放送日時＞
＃１ 3/5 （金）午後10：00～10：30
＃２ 3/12（金）午後10：00～10：30
＃３ 3/19（金）午後10：00～10：30
＃４ 3/26（金）午後10：00～10：30

3月は2020年にルーキーながらツアー初優勝を遂げた西村優菜が
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。勝者のテクニックで
は小柄ながら飛ばせるドライバーやアイアンのショット力も披露する。

ギア猿5年目突入を記念して特別編として、チーム対抗戦を実
施！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。ゴルフギアのウンチクばかりで、普段あまりラウンドしない当
番組だが、今回は特別に多彩なゲストを迎えラウンド形式でお届
けする。ギア猿チームは博多華丸、鹿又芳典の2名。QPは助っ
人プロとして登場。対戦チームに関根勤と神奈月、そして助っ人プ
ロが登場する。さらにコロナ禍で取材に行けなかったPGAショーの
代わりといってはなんですが、ミニミニPGAショーを実施。練習グリー
ンにゴルフメーカー各社を呼んで最新クラブを紹介するぞ！

＜放送日時＞
3/5（金）午後11：00～ 深夜１：00

【オリジナル番組】

©Getty Images
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＜放送日時＞
3/13（土）午前11：00～午後0：00

アジアから、またひとり世界No.1に昇り詰めようとしている女子プロゴ
ルファーがいる…笹生優花、19歳。2011年から2013年の109週
という短い期間で世界ランキング1位に君臨したヤニ・ツェンの再来と
いっても過言ではない。笹生優花の実力は、今年の女子ツアー
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で
の連覇で実証された。しかし、そのポテンシャルはまだまだ未知数であ
ると誰もが感じている。この番組では、さらなる可能性を秘めた「笹
生優花」に様々な角度から迫り、その強さの秘密を紐解く。

©Getty Images

笹生優花 世界No.1を目指して！

【オリジナル番組】
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【オリジナル番組】

ぎゅっと週刊国内ツアー
2021男子ツアー開幕直前ＳＰ

＜放送日時＞
3/28（日）午後0：00～1：00

＜放送日時＞
3/3（水）午後9：00～10：30

プロによる１対１の真剣勝負をお届けする「ゴルフ真剣勝負 the 
MATCH」。今月は「2019年プロ入り同期対決」と題して石川怜奈と澁
澤莉絵留の真剣勝負をお届けする。

石川怜奈（1999年11月23日生まれ、168cm）
2019年プロテスト8位タイで合格。2020年QTランキングは96位で出場
権を手にした。昨年は、1試合のレギュラーツアーと6試合のステップアップツ
アーに出場（最高位はステップアップツアー・山陽新聞レディースカップで
優勝）

澁澤莉絵留（2000年12月24日生まれ、160cm）
2019年プロテスト6位タイで合格。2020年QTランキングは85位で出場
権を手にした。昨年は、5試合のレギュラーツアーと6試合のステップアップツ
アーに出場（最高位は日本女子プロゴルフ選手権の31位タイ）

ゴルフ真剣勝負 the MATCH

コロナの影響で2020ｰ21と初めて2年にわたって行われる異例のシーズン
。21年の開幕戦となる東建ホームメイトカップを前にシーズンの見所や注
目選手を佐藤信人と杉澤伸章がキーワードと共に紹介！

©Getty Images
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ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：3/11（木）～3/14（日）
■場所：TPCソーグラス（フロリダ州）
■賞金総額：1500万ドル（優勝賞金：-ドル）
■20年優勝：大会中止

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 3/11（木）深夜2：00～午前8：00
２日目 3/12（金）深夜2：00～午前8：00
３日目 3/13（土）深夜3：00～翌午前8：00
最終日 3/14（日）深夜2：00～翌午前7：15
（※最大延長 [最終日]午前9：30まで）

第5のメジャーがいよいよ開幕。昨年は松山英樹がコースレコードとなる63を叩
き出し、首位発進したものの、大会中止となった。昨年の続きを見せることがで
きるか注目だ。2018年大会から3月開催となったことで、ライグラス（寒冷地
用の芝の一種。冬場用に秋に種がまかれ、夏前には枯れる）での戦いとなる
。コースは1982年から変わらずフロリダ州TPCソーグラスが使われる。注目はや
はり17Hのアイランドホール。過去には1日で50個ものボールが池へと吸い込ま
れたこともあり、今年も選手たちを苦しめる。

©Getty Images

【PGAツアー】
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【PGAツアー】

アーノルド・パーマーインビテーショナル
presented by マスターカード

【大会概要】
■開催日：3/4（木）～3/7（日）
■場所：ベイヒルクラブ＆ロッジ（フロリダ州）
■賞金総額：930万ドル（優勝賞金：167.4万ドル）
■20年優勝：ティレル・ハットン（イングランド）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 3/5（金）午前4：00～午前8：00
２日目 3/6（土）午前4：00～午前8：00
３日目 3/6（土）深夜2：30～翌午前8：15
最終日 3/7（日）深夜2：30～翌午前8：15
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで [最終日]午前9：30まで）

「キング・オブ・ゴルフ」アーノルド・パーマーの名を冠し、120名のみが出場できる
招待大会。パーマーが冬の拠点として滞在したベイヒルクラブ＆ロッジでの開催
。ベイヒルクラブ＆ロッジは1961年ディック・ウィルソン設計で設立され、その後
1974年から2016年までパーマー所有のプライベートコースとなっていた。
2015年から芝の種類を変え、転がりが良い高速グリーンとなっている。元々は
1966年から1978年までリオピナーカントリークラブで開催されていたフロリダシ
トラスオープンインビテーショナルの後継として行われた。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 3/18（木）深夜3：00～7：00
２日目 3/19（金）深夜3：00～7：00 
３日目 3/20（土）深夜2：00～翌午前7：15 
最終日 3/21（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9：30まで）

ザ・ホンダクラシック

【大会概要】
■開催日：3/18（木）～3/21（日）
■場所：PGAナショナル（フロリダ州）
■賞金総額：700万ドル（優勝賞金：126万ドル）
■20年優勝：イム・ソンジェ（韓国）

1982年の開催以来、同一スポンサーの大会としては最長の39年目を迎え
る今大会。2007年から使用されているPGAナショナル・チャンピオンコースの
特徴は、15番ホールから17番ホールまでの「ベアトラップ」と呼ばれる難関ホー
ル。3ホール共に池が絡み、強風が吹き荒れる。ジャック・ニクラスによる再改修
が行われ、さらに難度が高くなった。過去優勝者の傾向からロースコア決着が
多く、いかに我慢のゴルフができるかが勝負の鍵となる。

©Getty Images

©Getty Images
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【PGAツアー】

WGC-デルテクノロジーズマッチプレー

【大会概要】
■開催日：3/24（水）～3/28（日）
■場所：オースティンカントリークラブ（テキサス州）
■賞金総額：1050万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■20年優勝：大会中止

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 3/24（水）深夜3：00～翌午前9：00
２日目 3/25（木）深夜3：00～翌午前8：00 
３日目 3/26（金）深夜3：00～翌午前8：00 
４日目 3/27（土）午後11：00～翌午前7：15 
最終日 3/28（日）午後11：00～翌午前8：15
（※最大延長 [４日目]午後8：０0まで [最終日]午前10：30まで）

WGCシリーズの第2戦は64人のマッチプレー方式で争われる。優勝者にはマッ
チプレー方式で行われていた全米プロを5度制し、1974年には世界ゴルフ殿
堂入りを果たしているウォルター・ヘーゲンの名を冠した「ウォルター・ヘーゲンカッ
プ」が授与される。開催コースは2016年から定着しているオースティンカントリー
クラブ。1H～9Hでは隣接するオースティン湖を絡めた設計、10H～18Hでは
林の中を進む林間コースとなる。

＜放送日時＞ ※予選ラウンド生中継・再放送あり
１日目 3/25（木）午後11：30～深夜2：30
２日目 3/26（金）午後11：30～深夜2：30
３日目 3/28（日）午後4：00～7：00
最終日 3/29（月）午前10：30～午後1：00

コラレスプンタカナリゾート＆クラブチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：3/25（木）～3/28（日）
■場所： コラレスゴルフコース（ドミニカ共和国）
■賞金総額：300万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■20年優勝：大会中止

ドミニカ共和国のリゾート地、プンタカナで開催される今大会はWGC-デルテク
ノロジーズと同週開催。舞台は2010年にオープンしたばかりのコラレスゴルフコ
ース。上り3ホールは「悪魔の肘（Devil`s Elbow）」と呼ばれる難関ホール
が待っている。
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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。



12

コロガードクラシック

【PGAツアーチャンピオンズ】

DNAによるガン検査テストを開発するコロガード社がメインスポンサーの大会。78名が予選落ちなしで争う。コースは1961年にロ
バート・ブルース・ハリス設計で開場したのオムニツーソンナショナルが舞台となる。「オムニ」とはラテン語で「全て」の意味。8つの湖に
面し、80のバンカーが構えるパークランドスタイルのコースだ。

【大会概要】
■開催日：2/26(金）～2/28（日）
■場所：オムニツーソンナショナル（アリゾナ州)
■賞金総額：170万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■20年優勝：大会中止

＜放送日時＞
１日目 3/2（火）午後7：00～8：30
２日目 3/3（水）午後7：00～8：30
最終日 3/4（木）午後7：00～9：00 



ひとりゴルフ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
野澤真央 3/10（水）午後10：00～11：00
石坂友宏 3/24（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

稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」

＜放送日時＞
＃６０ ３/1（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。コロナ渦で迎える２度目の春、そし
てシーズン開幕。3月は困難の多かった2020年ゴルフ界にあっても
、その逆境を跳ねのけて笹生優花を筆頭にニューヒロインたちが力
強く誕生、そして躍進したが、さあ今年は誰が？ますます目が離せ
ない国内女子に注目！



TEAM SERIZAWA
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃３９７ 3/9（火）午後10：00～10：30
＃３９８ 3/23（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。3月からは、毎年恒例の
TEAM SERIZAWAバトルロイヤルを開催！10名でスタートし、1
ホール毎にスコアの悪い選手が脱落していくゲーム方式。今年の
TEAM SERIZAWA No.1は誰だ！？

ゴルフ6

＜放送日時＞
＃11 3/16（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。



プレメンレッスン！Season 3
辻村明志メソッド

あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１５４ 3/7（日）午後10：00～10：15 ＃１５５ 3/14（日）午後10：00～10：15 
＃１５６ 3/21（日）午後10：00～10：15 ＃１５７ 3/28（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＞
＃１ 3/3 （水）午後11：30～11：45
＃２ 3/10（水）午後11：30～11：45 
＃３ 3/17（水）午後11：30～11：45 
＃４ 3/24（水）午後11：30～11：45 

今回は辻村明志ツアープロ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、辻村明志は上田桃子、小祝さくら、松
森彩夏、永井花奈など多くの女子プロゴルファーへの指導を行っている。



debut！
女性用シャフト「ELDIO」に追加モデル登場

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＞
＃８１ 3/9（火）午後9：30～10：00
＃８２ 3/23（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＞
3/15（月）午後11：30～深夜0：00

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、三菱ケミカルから発売される
最新シャフト「ELDIO™ SERIES」を紹介する。



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】

ゴルフ★パラダイス

＜放送日時＞
＃５６ 3/2（火）午後11：45～深夜0：00 ＃５７ 3/9（火）午後11：45～深夜0：00
＃５８ 3/16（火）午後11：45～深夜0：00 ＃５９ 3/23（火）午後11：45～深夜0：00
＃６０ 3/30（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！

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＞
＃３５ 3/2（火）午後10：00～10：30



牧野裕のEnjoy Golf
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
3/2（火）午後11：00～11：30        3/9（火）午後11：00～11：30 
3/16（火）午後11：00～11：30 3/23（火）午後11：00～11：30
3/30（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。

藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会

＜放送日時＞
＃２０ 3/2（火）午後11：30～11：45 ＃２１ 3/9（火）午後11：30～11：45
＃２２ 3/16（火）午後11：30～11：45 ＃２３ 3/23（火）午後11：30～11：45
＃２４ 3/30（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
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１２１ 3/2（火）深夜0：00～0：30 ＃１２２ 3/9（火）深夜0：00～0：30
＃１２３ 3/16（火）深夜0：00～0：30 ＃１２４ 3/23（火）深夜0：00～0：30
＃１２５ 3/30（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。
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ジュピターゴルフネットワーク株式会社
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FAX： 03-5500-3406
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ゴルフネットワークカスタマーセンター
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