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今月の注目ラインアップ

プロゴルファー世界一決定戦！
全米プロゴルフ選手権

ゴルフネットワーク完全独占生中継
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP



全米プロゴルフ選手権
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【大会概要】
■開催日：5/20（木）～5/23（日）
■場所：キアワアイランドリゾート オーシャンコース
（サウスカロライナ州）
■賞金総額：1100万ドル（優勝賞金：198万ドル）
■20年優勝：コリン・モリカワ（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 5/20（木）深夜2：00～翌午前8：00
２日目 5/21（金）深夜2：00～翌午前8：00
３日目 5/22（土）午後11：00～翌午前8：00
最終日 5/23（日）午後11：00～翌午前8：00
（※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11：00まで）

松山英樹、参戦予定。悲願のメジャー制覇へ！1916年の初開催から今年で103回目を迎える全米プロゴルフ選手権。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。今年はサウスカロライナ州のキアワ
アイランドリゾートのオーシャンコースで行われる。ジャック・ニクラスとアリス・ダイによって設計されたこのコースは、大西洋の海岸線に
沿ってホールが配置されている。海に面しているホールはペブルビーチゴルフリンクスよりも多く、強風をどう攻略するかに注目だ。コー
スの歴史は1991年ライダーカップや1997年、2003年ワールドカップを開催。2012年には全米プロを開催し、ローリー・マキロイ
が2位に8打差をつけ大会史上最多差記録を更新して優勝した。

【海外メジャー】
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JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP
by サトウ食品
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【国内ツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目前半 5/6（木）午前10：30～午後1：30
１日目後半 5/6（木）午後3：00～午後6：00
２日目前半 5/7（金）午前10：30～午後1：30
２日目後半 5/7（金）午後3：00～午後6：00
３日目 5/8（土）午前11：00～午後4：00
最終日 5/9（日）午前11：00～午後4：00
（※最大延長 [3日目]午後6：00まで、[最終日]午後6：30まで）

新選手の夢と情熱が、新たな歴史をつくる。新型コロナウイルスの影響で昨シーズンわずか6大会の開催で終えた男子ツアー。大
会が減り、ツアープレーヤーとしての意義や価値を考えざるを得ない時代となった今、選手たちで構成するジャパンゴルフツアー選
手会が動いた。史上初めてとなる選手会主催の大会、「ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ」の開催を発表。出場人数144
名、賞金総額5000万円、優勝賞金1000万円とトーナメント開催規規程の最下限からのスタートとなるが、優勝者には「その
年と翌年から2年間」の出場資格が、上位3位タイまでの選手には6月の「日本ツアー選手権 森ビル杯 Shishido Hills」の出
場権が与えられる。

【大会概要】
■開催日：5/6（木）～5/9（日）
■コース：西那須野カントリー倶楽部（栃木県）
■賞金総額：5000万円（優勝：1000万円）
■新規大会
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ゴルフ真剣勝負 the MATCH 特別編
ジャパンゴルフツアー選手会シングルス
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
5/5（水・祝）午後9：00～10：30

2016年4月に放送をスタートし、これまで50組以上のマッチプレーを放送してきた「ゴルフ真剣勝負 the MATCH」。ジャパン
ゴルフツアー選手会から時松隆光、池田勇太、小鯛竜也、石坂友宏が出場し激突する！5月はthe MATCH初のステーブルフ
ォード方式で順位を付け、今シーズンの成績を占う。
時松隆光は1993年9月7日生まれの27歳。現在賞金ランキング14位、ツアー通算3勝。本名は源蔵だが、登録名は隆光。
ブレークは2016年。チャレンジツアーの優勝で得た権利でダンロップスリクソン福島オープンに出場し見事優勝。ツアー外競技のネ
スレマッチプレーでも優勝し賞金1億円を獲得。2020年からは石川遼に代わり、選手会会長を務める。 特徴はベースボールグリ
ップ。
池田勇太は1985年12月22日生まれの35歳。現在賞金ランキング24位、ツアー通算21勝。2008年のルーキーイヤーでシー
ド権を獲得。2009年、2010年には2年連続で4勝を挙げ年間最多勝を記録。2009年に日本プロ、2014年には日本オープ
ンで優勝し、両大会を20代で制するのは1974年の尾崎将司以来6人目の快挙だった。2013年からは当時史上最年少で3
年間、選手会会長を務める。2016年は３勝を挙げ、史上4人目の年間獲得賞金２億円を達成し初の賞金王に輝いた。同
年、リオデジャネイロ五輪にも出場。2017年には当時史上最年少の31歳で生涯獲得賞金10億円を突破。2009年に11年
連続優勝を達成し青木功、片山晋呉に並ぶ歴代2位に浮上した。
小鯛竜也は1990年2月1日生まれの31歳。現在賞金ランキング40位。ツアー通算1勝。2007年に17歳でプロ転向。だが、
出場権をつかめずツアーにデビューしたのは4年後の2011年。初めての予選通過はさらに4年後の2015年。2016年はチャレン
ジツアー開幕戦で初優勝を飾り、賞金ランク4位。これで2017年のツアー出場権を獲得し、単独首位で3日目を終えたマイナビ
ABCチャンピオンシップ最終日が台風の影響で中止となり、ツアー初優勝をつかみ取った。2018、2019年は優勝を争うようなプ
レーはできなかったがシードを維持。ファッションにも強いこだわりを持つ2児の父。
石坂友宏は1999年9月21日生まれの21歳。現在賞金ランキング15位。2019年の日本アマで4位。日本オープンでは23位
でローアマを獲得した。アマチュアのままQTに挑戦し、ファイナルまで勝ち上がりプロ宣言。ルーキーイヤーの2020年は、ダンロップフ
ェニックスで金谷拓実との新人同士のプレーオフに臨んだが、惜しくも敗れた。
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愛知県の名古屋ゴルフ倶楽部・和合コースで行われる現存する日本最古の民間トーナメント、中日クラウンズ。伝統のクラウンズ
を全4日間・計18時間の生中継で、様々な選手のプレーを“とことん”生中継！金谷多一郎がホールに飛び出し臨場感溢れる
レポートをお伝えする。1Hは左ドッグレッグ、打ち下ろしで距離の短いパー４。風向きによっては1オンも可能なホール。ティーショッ
トで左の林越えを狙っていくか、確実にフェアウェイキープでいくのか各選手によって攻め方が変わる。

【大会概要】
■開催日：4/29（木・祝）～5/2（日）
■コース：名古屋ゴルフ倶楽部・和合コース（愛知県）
■賞金総額：1億2000万円
■2019年優勝：宮本勝昌

≪とことん1番ホール生中継≫
１日目 4/29（木・祝）午前7：00～午後0：00
２日目 4/30（金）午前7：00～午後0：00
３日目 5/1（土）午前8：30～午後0：30
最終日 5/2（日）午前6：30～10：30
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 4/29（木・祝）午後10：00～深夜1：00
２日目 4/30（金）午後10：00～深夜1：00
３日目 5/1（土）午後10：00～深夜0：30
最終日 5/2（日）午後10：15～深夜0：45

【国内ツアー】

中日クラウンズ
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アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ
ダイヤモンドカップゴルフ
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2019年から5月開催に変更となった本大会。今年の舞台となるのは、神奈川の名門コース・相模原ゴルフクラブだ。日本ゴルフ協
会が主催する国内公式戦、「日本オープン」「日本女子オープン」「日本シニアオープン」とともに国内4大公式戦のひとつでもある
大会でアジアを代表する各選手たちがどのように攻略して行くのか注目したい。1番ホールは、375ヤードと男子プロにとっては比較
的距離が短いパー4。ほぼストレートなホールだけに確実にバーディスタートしたいホールだ。コース左のバンカーを避けることを考える
と右の林も気になってくるのでティーショットは確実にフェアウェイを捉えることが重要。セカンドショットでは短めの番手でピンをデッドに
狙いたい。

【大会概要】
■開催日：5/13（木）～5/16（日）
■コース： 相模原ゴルフクラブ・東コース（神奈川県）
■賞金総額：未定
■2019年優勝：浅地洋佑

【国内ツアー】

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 5/15（土）午前7：00～10：15
最終日 5/16（日）午前7：00～10：15
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）
≪ダイジェスト放送≫
２日目 5/14（金）午後11：00～深夜1：00
３日目 5/15（土）午後11：30～深夜0：45
最終日 5/16（日）午後11：45～深夜1：15 

©Getty Images
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【国内ツアー】

ほけんの窓口レディース

今年は「とことん12番ホール生中継」と題して全ラウンド12番ホールを生中継でお届け！福岡県福岡市にある福岡カンツリークラ
ブ和白コースで行われる大会。2000年から2009年まではヴァーナルレディース、2010年から2012年まではフンドーキンレディー
ス、2013年よりほけんの窓口レディースと名称を変え開催されている。和白コースは歴史ある戦略的な丘陵コースで、アップダウン
があり、池越えや谷越えがある難易度の高いコース。2017、2018年は鈴木愛が連覇し、2019年はイミニョンが制した。プラチナ
か、黄金世代か、ベテランか、中堅か。群雄割拠の戦い、誰が制するのか。

【大会概要】
■開催日：5/14（金）～5/16（日）
■コース：福岡カンツリー倶楽部・和白コース（福岡県）
■賞金総額：未定
■2019年優勝：イ・ミニョン（韓国）

≪とことん12番ホール生中継≫
１日目 5/14（金）午前11：30～午後3：15
２日目 5/15（土）午前10：15～午後2：45
最終日 5/16（日）午前10：45～午後0：45
（※最大延長 [最終日]午後1：15まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 5/15（土）午後6：15～7：45
２日目 5/16（日）午後6：30～8：00
最終日 5/16（日）午後10：15～11：45 

©Getty Images
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2020年は新型コロナウイルスの影響により、多くの大会が中止となり、2年ぶりの開催となる本大会。2019年は原英莉花が
LPGAツアー初優勝を飾った。最終日、通算14アンダーで並んだ原英莉花とペ・ソンウはプレーオフへ持ち込まれる大接戦を繰り
広げ、2ホール目でバーディーを取った原が初優勝を遂げた。

【大会概要】
■開催日：5/27（木）～5/30（日）
■コース：セントクリークゴルフクラブ（愛知県）
■賞金総額：1億円
■2019年優勝：原英莉花

≪ダイジェスト放送≫
３日目 5/30（日）午後8：30～10：00
最終日 5/31（月）午後11：30～深夜1：00

リゾートトラストレディス

＜放送日時＞
＃１７３ 5/3 （月・祝）午後11：00～11：15
＃１７４ 5/10（月）午後11：00～11：30 
＃１７５ 5/17（月）午後11：00～11：15 
＃１７６ 5/24（月）午後11：00～11：15
＃１７７ 5/31（月）午後11：00～11：15 

ぎゅっと週刊国内ツアー

【国内ツアー】

5/10（月）はJAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIPの模様をたっぷり

30分お届け！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。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！

©Getty Images
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バルスパーチャンピオンシップ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 4/29（木・祝）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 4/30（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 5/1（土）深夜2：00～翌午前6：30
最終日 5/2（日）深夜2：00～翌午前7：15 
（※最大延長 [最終日]午前10：00まで）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 5/6（木）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 5/7（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 5/8（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 5/9（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10：00まで）

ウェルズファーゴチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：5/6（木）～5/9（日）
■場所： クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）
■賞金総額：810万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■2020年優勝：大会中止

2003年からノースカロライナ州シャーロットの名門クエイルホロークラブで行わ
れる大会。オーガスタナショナルのパー3コースを設計したジョージ・コブが1961
年に設計したコースは、16番からの3ホールが「グリーンマイル」と呼ばれ、ツア
ー屈指の難易度を誇る。フェアウェイが狭く、側面には小川が流れ、池越えも
ある。来年のプレシデンツカップの開催が予定されている。松山英樹は同コー
スで開催された2017年全米プロで優勝争いを繰り広げ涙した場所。優勝
争いに絡むことができるか注目だ。

【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：4/29（木）～5/2（日）
■場所： イニスブルックリゾート（フロリダ州）
■賞金総額：690万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■2020年優勝：大会中止

塗装メーカー・バルスパー社が主催する大会。フロリダ州のイニスブルックリゾート
、カッパーヘッドコースで開催される。平らなフィールドが多いフロリダ州で、起伏
したフェアウェイを持ち、なだらかに傾斜している珍しいコース。注目は16Hから
の3ホール、通称「スネークピット」。クエイルホローやオーガスタと並んでツアー屈
指の難所とされている。飛距離よりも正確なショット精度が要求される

©Getty Images

©Getty Images
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AT&Tバイロン・ネルソン

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 5/14（金）午前4：30～7：30
２日目 5/15（土）午前4：30～7：00
３日目 5/15（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 5/16（日）深夜2：00～翌午前7：15 
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 5/28（金）午前5：00～8：00
２日目 5/29（土）午前5：00～8：00
３日目 5/29（土）深夜3：00～翌午前8：15
最終日 5/30（日）深夜2：00～翌午前7：45 
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで、 [最終日]午前11：30まで）

チャールズ・シュワブチャレンジ

【大会概要】
■開催日：5/27（木）～5/30（日）
■場所： コロニアルカントリークラブ（テキサス州）
■賞金総額：750万ドル（優勝賞金：135万ドル）
■2020年優勝：ダニエル・バーガー

全米プロ翌週に行われる大会。1946年にスタートし、ツアーで10番目の歴史
を誇る。第1回、第2回を連覇したのが、ツアー64勝「ザ・ホーク」の異名をもつ
ベン・ホーガンである。その後も大会史上最多の5度の優勝を成し遂げ、この
大会も「HOGAN‘S ALLEY（ホーガンの小道）」と呼ばれるようになった。コ
ースは1936年開場のコロニアルカントリークラブ。距離が短く、フェアウェイが狭
い。ショットメーカーに有利なコースとされている。

【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：5/13（木）～5/16（日）
■場所： TPCクレイグランチ（テキサス州）
■賞金総額：810万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■2020年優勝：大会中止

地元テキサス州出身で第1回大会の優勝者、ツアー通算52勝の英雄バイロ
ン・ネルソンの名を冠した大会。今年はテキサス州TPCクレイグランチでの開催
。1973年全英オープン王者のトム・ワイスコフ設計で2004年開場。初の
PGAツアートーナメント開催となる。

©Getty Images

©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。



リージョンズトラディション

インスペリティーインビテーショナル
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【PGAツアーチャンピオンズ】

メジャー初戦のリージョンズトラディション、2戦目の全米プロシニ
アへと続く前哨戦。2008年からテキサス州ウッドランドカントリー
クラブで開催されている。使用されるトーナメントコースは2008
年までPGAツアー・ヒューストンオープンが開催されていた。ベルハ
ルト・ランガーが無類の強さを見せつけており、4度の優勝を誇る
。

【大会概要】
■開催日：4/30(木）～5/2（日）
■場所：ザ・ウッドランズカントリークラブ（テキサス州）
■賞金総額：225万ドル（優勝賞金：33万ドル）
■2019年優勝：スコット・マッキャロン（米国）

＜放送日時＞
１日目 5/4（火・祝）午後7：00～8：30
２日目 5/5（水・祝）午後7：00～9：00
最終日 5/5（水・祝）深夜0：00～2：00 

シニアメジャー5大会の初戦。メジャー大会の中で唯一優勝者に
PGAツアー、ヨーロピアンツアーへの出場権が与えられない、名誉
のみをかけた戦いとなる。コースは2016年から使用されているアラ
バマ州グレイストーンゴルフ＆カントリークラブ。全米ベストコース
100で89位にランクインしている36ホールのプライベートコース。
2019年大会はPGAツアー12勝のスティーブ・ストリッカーが優勝
。キャリア初のメジャー制覇を達成し、続く全米シニアオープンでも
優勝を果たした。

【大会概要】
■開催日：5/6(木）～5/9（日）
■場所：グレイストーンゴルフ&カントリークラブ （アラバマ州）
■賞金総額：250万ドル（優勝賞金：36万ドル）
■2019年優勝：スティーブ・ストリッカー（米国）

＜放送日時＞
１日目 5/11（火）午後7：30～9：30
２日目 5/12（水）午後3：00～5：00
３日目 5/13（木）午後3：00～5：00
最終日 5/13（木）午後5：00～7：00 

©Getty Images

©Getty Images



キッチンエイド全米プロシニアゴルフ選手権
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【PGAツアーチャンピオンズ】

三菱エレクトリッククラシック

2013年からジョージア州アトランタで開催される三菱エレクトリック
クラシック。グレッグ・ノーマン設計で1997年から2008年まで
AT&Tクラシックが開催されたTPCシュガーローフで戦いが繰り広
げられる。

【大会概要】
■開催日：5/14(金）～5/16（日）
■場所：TPCシュガーローフ（ジョージア州）
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：27万ドル）
■2019年優勝：スコット・マッキャロン（米国）

＜放送日時＞
１日目 5/24（月）午後3：00～4：30
２日目 5/25（火）午後3：00～5：00
最終日 5/26（水）午後3：00～5：00

シニアゴルフとして最も歴史のある、1937年から行われている大
会。舞台はフロリダ州のサザンヒルズカントリークラブ。ピート・ダイの
長男、1935年開場の歴史あるコースで、過去には全米オープン
を3度、全米プロを4度開催した。来年の全米プロ開催コースとな
っている。2013年大会では、井戸木鴻樹が初出場でシニアメジ
ャー優勝の快挙を達成した。

【大会概要】
■開催日：5/27（木）～5/30（日）
■場所：サザンヒルズカントリークラブ（フロリダ州）
■賞金総額：350万ドル（優勝賞金：58.5万ドル）
■2019年優勝：ケン・タニガワ（米国）

＜放送日時＞ ※予選ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 5/27（木）深夜2：00～翌午前5：00
２日目 5/28（金）深夜2：00～翌午前5：00
３日目 5/30（日）午前9：00～午後0：00
最終日 5/31（月）午前11：30～午後2：30

©Getty Images

©Getty Images



ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
ギア猿～ゴルファー再生工場（1）～具志堅用高をフィッティングするぞ

5/7（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。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。
今回は、元ボクシング世界王者具志堅用高のクラブセッティングを
サルべージ。世界王座13回防衛のカンムリワシも、ゴルフ歴40年
の65才。抜群の運動神経をもってしても最近のアベレージ90台
は全盛期には遠く及ばない。華丸、QP、鹿又の3人がギア猿らし
くクラブで具志堅のゴルフ再生に取り組むぞ！お楽しみに！

銀座ゴルフ倶楽部
presented by テーラーメイド

＜放送日時＞
MCヒロミ×ゲスト堀内健 5/23（日）午後8：00～9：00

テーラーメイド銀座を舞台にヒロミが鷲見玲奈と共に毎月豪華ゲス
トを迎えお届けする大人のゴルフトークバラエティ。MCヒロミのこだわ
りは趣味の域を超える。リフォーム、レーシングカーと様々なことにハマ
ってきたヒロミにとって、ゴルフもその一つ。芸能界に友達が多いヒロミ
が、ゴルフから広がる、趣味、仕事、人生のことを自由にトークする。
第2回のゲストはネプチューンの堀内健。ゴルフ歴25年、ラウンドは
年間50回以上と今人生で一番ゴルフにハマっている時期。スコアも
昨年ベスト92を出したばかり。上り調子の彼のゴルフは芸風同様
予測不能!?ラウンド前のルーティンとして3回唱える意外な言葉にス
タジオ騒然。ゴルフ場の全ての生き物に感謝をささげるナチュラリスト
堀内健のラウンドの結末は!?そして、ある人気女性タレントからホリ
ケンのプレースタイルにガチのクレームが、、、お楽しみに。



ひとりゴルフ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃４０１ 5/11（火）午後10：00～10：30
＃４０２ 5/25（火）午後10：00～10：30

TEAM SERIZAWA バトルロイヤル

＜放送日時＞
宮本勝昌 5/12（水）午後10：00～11：00

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。5月は宮本勝昌が栃木県ホウライカントリ
ー倶楽部をプレーする。静岡県熱海市出身の48歳。中学1年生から
ゴルフを始め、茨城県水城高校で全国高校選手権を団体2連覇。日
本大学では片山晋呉、横尾要と共に“日大三羽烏”と呼ばれ、1年生
時に当時4年生の丸山茂樹を破り日本アマ優勝を果たした。1995年
プロ転向、1998年つるやオープンで初優勝。2006年から2011年ま
で151試合連続出場を記録。2008年から3年間選手会長を務めた
。2018年に体調不良でシード権を失うが、2019年中日クラウンズで
涙の復活優勝で12勝目の戴冠。チームセリザワの一員としても活躍
中。

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、3月から開催されて
いる毎年恒例のTEAM SERIZAWAバトルロイヤルが遂に決着！
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！？
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃６２ 5/3（月・祝）午後11：30～深夜0：30

稲村亜美・アンタッチャブル柴田の「ゴルフスイッチ！」

“神スイング”でおなじみの稲村亜美とお笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣が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。5月は103回目を迎える全米プロゴルフ選手権の開催を前に注目ポイントを2人でた
っぷりとお勉強！

あすゴル！ゴルフ部

＜放送日時＞
＃１６２ 5/2（日）午後10：00～10：15 ＃１６３ 5/9（日）午後8：45～9：00 
＃１６４ 5/16（日）午後10：00～10：15 ＃１６５ 5/23（日）午後9：45～10：00
＃１６６ 5/30（日）午後10：00～10：15

プロゴルファーの大和笑莉奈、高橋恵、アマチュアの萩原菜乃花があす
ゴル！ゴルフ部に入部！4月・5月は竹村真琴プロが参戦。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。



GOLF LINK
～ゴルフと新ビジネスの常識～

プレメンレッスン！Season 3
市川里菜メソッド
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 5/5 （水・祝）午後11：30～11：45
＃２ 5/12（水）午後11：30～11：45 
＃３ 5/19（水）午後11：30～11：45 
＃４ 5/26（水）午後11：30～11：45 

今回は市川里菜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、市川里菜はPGMゴルフ
アカデミー銀座にて男女問わず数多くのアマチュアゴルファーを指導し
ている。コースマネジメントを中心にコース内での様々なシチュエーショ
ンでの考え方、番手選び、打ち方など実践的なレッスンをお届けする
。

＜放送日時＞
＃３ 5/11（火）午後10：30～11：00
＃４ 5/25（火）午後10：30～11：00

コロナ禍を機に人々の生活や価値観、ビジネスの仕組みが大きく変
わる中、これからの国内経済界を担う方を毎回ゲストアマとして招く
ゴルフ番組がスタート。ビジネスマンの働き方が見直される中で、ゴル
フやリゾートを楽しむライフスタイル、そして資産運用など、ラウンドと
共に“人生100年時代を生きる提案”をお届けする。
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【オリジナル番組】

スター☆ゴルフマッチⅡ

＜放送日時＞
＃８５ 5/4（火・祝）午後9：30～10：00
＃８６ 5/18（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。

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

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＞
＃３７ 5/4（火・祝）午後10：00～10：30



牧野裕のEnjoy Golf

ゴルフ★パラダイス
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃６５ 5/5（水・祝）午後11：00～11：30 ＃６６ 5/12（水）午後11：00～11：30
＃６７ 5/19（水）午後11：00～11：30 ＃６８ 5/26（水）午後11：00～11：30

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＞
5/4（火・祝）午後11：00～11：30        5/11（火）午後11：00～11：30 
5/18（火）午後11：00～11：30 5/25（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＞
＃２９ 5/4（火・祝）午後11：30～11：45 ＃３０ 5/11（火）午後11：30～11：45
＃３１ 5/18（火）午後11：30～11：45 ＃３２ 5/25（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＞
＃１３０ 5/4（火・祝）深夜0：00～0：30 ＃１３１ 5/11（火）深夜0：00～0：30
＃１３２ 5/18（火）深夜0：00～0：30 ＃１３３ 5/25（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！？

※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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