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ゴルフネットワーク
２０２１年６月見どころ

今月の注目ラインアップ

海外メジャー2大会をお届け
難解の限りを極めるゴルフの試練を見逃すな！

①121回目の試練は名門トーレパインズで開催

「2021全米オープンゴルフ選手権」
「1時間で振り返る2021全米オープン」
「全米オープンゴルフ選手権 過去大会セレクション」

②渋野日向子、2020年の雪辱を果たせるか

「2021全米女子オープンゴルフ選手権」
「1時間で振り返る2021全米女子オープン」
「全米女子オープンゴルフ選手権 過去大会セレクション」

Ｐｒｏｇｒａｍ Ｌｉｎｅ-ｕｐ
ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2021年4月23日
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全米オープンゴルフ選手権
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【大会概要】
■開催日：6/17（木）～6/20（日）
■場所：トーレパインズ サウスコース（カリフォルニア州）
■賞金総額：-ドル（優勝賞金：-万ドル）
■2020年優勝：ブライソン・デシャンボー（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 6/17（木）深夜3：00～翌午前11：00
２日目 6/18（金）深夜2：00～翌午前10：00
３日目 6/19（土）深夜2：00～翌午前10：00
最終日 6/20（日）深夜1：00～翌午前9：00
（※最大延長 [１日日]午後0：00まで [２日日]午前11：00まで

[３日日]午前11：00まで [最終日] 午後2：00まで）

松山英樹、参戦予定！1895年から米国で最も権威のある大会として歴史を刻む全米オープンゴルフ選手権。121回目を迎
える今年はファーマーズインシュランスオープンが開催されるカリフォルニア州トーレパインズゴルフコース・サウスコースで開催される。
太平洋に面した断崖に沿って1957年に開場したコースは全長7698ヤードとPGAツアーで最長距離を誇る。全米オープンは2
回目の開催。前回は2008年大会。タイガー・ウッズがロッコ・メディエイトとの19ホールに及ぶプレーオフを制し、3度目の優勝を果
たした。タイガーはこの優勝でメジャータイトルをそれぞれ3度ずつ制するトリプルグランドスラムを達成した。昨年大会の優勝者ブラ
イソン・デシャンボーをはじめ、今年1月のファーマーズインシュランスオープンを制したパトリック・リード、さらに2008年大会で優勝
争いを繰り広げ現在好調を維持しているリー・ウエストウッドなどが出場予定。

【海外メジャー】

1時間で振り返る2021全米オープン

＜放送日時＞
6/27（日）午後4：00～5：00

4日間に渡って放送した全米オープンゴルフ選手権をぎゅぎゅっと1時間にまとめてお届け。世界最高峰の戦いで、勝負の分かれ
目はどこにあったのか。優勝に繋がる一打やスーパーショットと共に振り返る。
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全米オープンゴルフ選手権 過去大会セレクション
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＜放送日時＞
2008年大会４日目 6/17（木）午後0：00～3：00
2008年大会最終日（プレーオフ） 6/17（木）午後3：30～6：30
2017年大会最終日 6/15（火）午後3：30～6：30
2020年大会最終日 6/12（土）午後2：00～5：00

121回目の全米オープン開幕を前に、過去の激闘をプレーバック！前回トーレパインズで行われた2008年大会をはじめ、松山
英樹が2位にラインクインした2017年大会、そして激闘が繰り広げられた2020年大会を放送する。

2008年大会（優勝：タイガー・ウッズ）：5日間91ホールに及ぶ激闘が繰り広げられた大会。最終日、土壇場の18番ホール
でタイガー・ウッズがロッコ・メディエイトに並び、18ホールストロークプレーでのプレーオフに突入。18ホールでも決着はつかず、勝負
はサドンデスの19ホール目へ。ここでウッズがメディエイトを下し、死闘を制した。

2017年大会（優勝：ブルックス・ケプカ）：松山英樹が当時の海外メジャー自己最高位2位に入った大会。最終日14位か
らスタートした松山は8バーディ、2ボギーとスコアを伸ばし2位でフィニッシュ。優勝は27歳のブルックス・ケプカ。ツアー有数のパワー
ヒッターがメジャー初制覇を飾った。

2020年大会（優勝：ブライソン・デシャンボー）：肉体改造を経て世界屈指の飛ばし屋に変貌を遂げたブライソン・デシャンボ
ーが周囲の懐疑的な目を退け、見事メジャー王者に輝いた大会。最終日2位からスタートしたデシャンボーは2バーディ、1ボギー
として、スコアメイクに苦しんだ首位マシュー・ウルフを逆転しメジャー初制覇を果たした。

【海外メジャー】

©Getty Images



全米女子オープンゴルフ選手権
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【大会概要】
■開催日：6/3（木）～6/6（日）
■場所：ザ・オリンピッククラブ レイクコース（カリフォルニア州）
■賞金総額：-ドル（優勝賞金：-ドル）
■2020年優勝：キム・アリム（韓国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 6/4（金）午前7：00～午後0：00
２日目 6/5（土）午前7：00～午後0：00
３日目 6/5（土）深夜3：00～翌午前11：00
最終日 6/6（日）深夜2：00～翌午前8：00
（※最大延長 [１日日]午後1：00まで [２日日] 午後1：00まで

[３日日]午後0：00まで [最終日] 午後2：00まで）

海外女子メジャー第2戦。76回目の舞台はカリフォルニア州ザ・オリンピッククラブ。1917年開場のコースは過去に全米オープンを
5度開催。2028年全米プロ、2032年のライダーカップの開催を予定している。昨年は新型コロナウイルスの影響で6月から12月
に延期され、キム・アリムが優勝。最終日、首位でスタートした渋野日向子はスコアを落とし4位でフィニッシュ。メジャー2勝目の夢
は今年に持ち越された。日本勢は畑岡奈紗、渋野日向子ら世界ランク上位者には既に出場権を付与されている。その他の出
場者は4月26日に横浜カントリークラブで行われる日本地区最終予選で決定する。

【海外メジャー】

1時間で振り返る2021全米女子オープン

＜放送日時＞
6/13（日）午前11：00～午後0：00

4日間に渡って放送した全米女子オープンゴルフ選手権をぎゅぎゅっと1時間にまとめてお届け。世界最高峰の戦いで、勝負の分
かれ目はどこにあったのか。優勝に繋がる一打やスーパーショットと共に振り返る。
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全米女子オープンゴルフ選手権 過去大会セレクション
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＜放送日時＞
2011年大会最終日 6/1（火）午後7：00～9：30
2019年大会最終日 6/3（木）午後1：30～4：30
2020年大会最終日（5日目） 6/3（木）午後10：30～深夜1：30

76回目の全米女子オープン開幕を前に、過去の激闘をプレーバック！宮里美香が5位、宮里藍が6位に入った2011年大会を
始め、比嘉真美子が5位に入った2019年大会、そして渋野日向子が惜しくも優勝を逃した2020年大会を放送する。

2011年大会（優勝：ユ・ソヨン）：初日から進行が大幅に遅れ、5日間の戦いとなった大会。宮里美香は海外メジャー自己
最高位の5位でフィニッシュした。宮里藍も全米女子オープン自己最高位タイの6位で闘いを終えた。優勝は21歳のユ・ソヨン。プ
レーオフを制し、ツアー初優勝をメジャーで飾る快挙を達成した。

2019年大会（優勝：イ・ジョンウン6）：メジャー優勝を目指した比嘉真美子が5位にランクインした大会。最終日3位でスタ
ートした比嘉は序盤に5ボギーとスコアを落としながらも、後半2バーディを取り返し5位で大会を終えた。優勝は23歳のイ・ジョンウ
ン6。ツアールーキーながら初優勝をメジャーで達成した。

2020年大会（優勝：キム・アリム）：渋野日向子が最終日首位でスタートし、惜しくも優勝を逃した大会。最終日首位でス
タートした渋野は2バーディ、5ボギーとスコアを伸ばすことができず、4位で大会を終えた。優勝は大会初出場のキム・アリム。上り
3ホールで3バーディを奪い、大会史上最大の逆転劇を見せた。

【海外メジャー】
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ザ・メモリアルトーナメント
presented by ネーションワイド

＜放送日時＞ ※予選ラウンド生中継
１日目 6/4（金）午前4：00～7：00
２日目 6/5（土）午前4：00～7：00
３日目 6/6（日）午後0：00～3：00
最終日 6/7（月）午後2：30～5：30 

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 6/11（金）午前4：00～7：00
２日目 6/12（土）午前4：00～7：00
３日目 6/12（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 6/13（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10：30まで）

パルメットチャンピオンシップ at コンガリー

【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：6/3（木）～6/6（日）
■場所： ミュアフィールドビレッジゴルフクラブ（オハイオ州）
■賞金総額：930万ドル（優勝賞金：167.4万ドル）
■2020年優勝：ジョン・ラーム（スペイン）

オハイオ州ダブリンで生まれ育った“帝王”ジャック・ニクラスがホストを務める今大
会。開催コースのミュアフィールドビレッジゴルフコースはニクラス設計のコースの
中でも「最高傑作」と呼ばれる名門。2014年には松山英樹が記念すべきツア
ー初優勝を飾っている。大会の起源はニクラスがマスターズのような歴史と伝統
を重んじる大会を作りたいと故郷オハイオ州コロンバスで始めたことで、アーノル
ド・パーマー、ジェネシスと並ぶトッププロのみが出場できる招待大会の1つとなっ
ている。賞金額の高さもさることながら、優勝者に与えられるツアーシード権が3
年ということもあり、賞金王を争うトップ陣から虎視眈々と上位を狙う若手まで
しのぎを削る。

【大会概要】
■開催日：6/10（木）～6/13（日）
■場所： コンガリーゴルフクラブ（サウスカロライナ州）
■賞金総額：-ドル
■新規大会

2年ぶりのRBCカナディアンオープンの開催が予定されていたが、新型コロナウイ
ルスの影響で中止となったため、代替大会として行われるパルメットチャンピオン
シップ at コンガリー。舞台はサウスカロライナ州のコンガリーゴルフクラブ。トム・フ
ァジオ設計で2018年に開場したコースは2010年代に設計された最高のコー
スに選ばれている。2025年プレジデンツカップの開催誘致を目指していたが失
敗。今回が初めてのツアートーナメント開催となる。

©Getty Images
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＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 6/25（金）午前4：00～7：00
２日目 6/26（土）午前4：00～7：00
３日目 6/26（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 6/27（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10：30まで）

トラベラーズチャンピオンシップ

【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：6/24（木）～6/27（日）
■場所： TPCリバーハイランズ（コネチカット州）
■賞金総額：740万ドル（優勝賞金：133.2万ドル）
■2020年優勝：ダスティン・ジョンソン（米国）

コネチカット州TPCリバーハイランズで行われる大会。例年全米オープン翌週に
行われている。1928年ミドルタウンゴルフクラブとして開場した名門TPCリバー
ハイランズは1980年代初頭にPGAツアーに購入され、ピート・ダイによって
TPC基準へと再設計された。2016年にはジム・フューリックがギネス記録タイの
スコア「58」を記録するなど、例年ハイスコアの優勝争いが展開される。

©Getty Images



タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
25 years of Tiger

PGAツアーハイライト～今日の松山英樹～
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【PGAツアー】

【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。

＜放送日時＞
6/6（日）午後3：00～4：00

25年前、タイガー・ウッズの登場によってゴルフというスポーツの概念
は大きく変わった。人が真似できないほどの努力によって培われた彼
のゴルフは今もなおファンだけでなく選手に影響を与えている。この番
組では、様々なテーマからタイガーの人生とキャリアを振り返る。事
故からの復活を祈るタイガーファン、ゴルフファンへ、改めてタイガー・
ウッズの栄光の軌跡をお届けする。
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昨年は新型コロナウイルスの影響で大会が中止となり、2年ぶり4回目の開催となる本大会。会場はゴルフネットワークで好評放
送中の「あすゴル！ゴルフ部」活動の舞台でもあるイーストウッドカントリークラブ。2019年は山添昌良が逆転で大会連覇を果た
した。最終日、首位に4打差の10位から出た51歳の山添昌良がボギーなしの7バーディ「65」をマークし、通算14アンダーで
優勝。

【大会概要】
■開催日：6/3（木）～6/5（土）
■コース：イーストウッドカントリークラブ（栃木県）
■2020年優勝：大会中止 / 2019年優勝：山添 昌良

≪ダイジェスト放送≫
6/13（日）午後0：00～1：30

すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント

【国内ツアー】

＜放送日時＞
＃１７８ 6/7 （月）午後11：00～11：15
＃１７９ 6/14（月）午後11：00～11：15 
＃１８０ 6/21（月）深夜0：00～0：15 
＃１８１ 6/28（月）午後11：00～11：15 

ぎゅっと週刊国内ツアー

4シーズン目となるぎゅっと週刊国内ツアー。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！



アメリカンファミリーインシュランス チャンピオンシップ

プリンシパルチャリティー クラシック
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【PGAツアーチャンピオンズ】

アイオワ州デモインのワコンダクラブで開催される。1922年オープ
ンのコースはチャンピオンズツアー開催コースとして最古のもの。ラ
イの長さが不均一で丘陵地帯特有の地形が選手たちを苦しめ
る。

【大会概要】
■開催日：6/4（金）～6/6（日）
■場所：ワコンダクラブ（アイオワ州）
■賞金総額：185万ドル（優勝賞金：27.75万ドル）
■2019年優勝：ケビン・サザーランド（米国）

＜放送日時＞
１日目 6/9（水）午後7：00～8：30
２日目 6/9（水）午後8：30～10：00
最終日 6/10（木）午後7：00～9：00 

©Getty Images
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2016年から開催される大会。ウィスコンシン在住のスティーブ・
ストリッカーがホストを務める。舞台はウィスコンシン大学ゴルフ部
のホームコース、ユニバーシティーリッジゴルフコース。

【大会概要】
■開催日：6/11（金）～6/13（日）
■場所：ユニバーシティーリッジゴルフコース

（ウィスコンシン州）
■賞金総額：240万ドル（優勝賞金：30万ドル）
■2019年優勝：ジェリー・ケリー（米国）

＜放送日時＞
１日目 6/15（火）午後7：00～9：00
２日目 6/16（水）午後5：00～6：30
最終日 6/16（水）午後7：00～8：30 



ブリヂストンシニアプレーヤーズ チャンピオンシップ
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【PGAツアーチャンピオンズ】

ブリヂストンがタイトルスポンサーとなり、PGAツアーブリヂストンイ
ンビテーショナルが開催されていたオハイオ州ファイヤーストーンカ
ントリークラブでの開催となるシニアメジャートーナメント。注目は
16番ホール、パー5の通称「モンスター」。ツアー最長の667ヤー
ドを誇り、1960年全米プロでダブルボギーを叩いたアーノルド・パ
ーマーが命名したこのホールを、シニアの熟練した技術でどう攻め
るのかに期待がかかる。優勝者には翌年のプレーヤーズチャンピ
オンシップへの出場権が与えられる。

【大会概要】
■開催日：6/24（木)～6/27(日)
■場所：ファイヤーストーンカントリークラブ（オハイオ州)
■賞金総額：300万ドル（優勝賞金：45万ドル）
■2019年優勝：ジェリー・ケリー（米国）

＜放送日時＞
１日目 6/29（火）午後7：00～8：30
２日目 6/30（水）午後7：00～8：30
３日目 7月放送予定
最終日 7月放送予定

©Getty Images



銀座ゴルフ倶楽部
presented by テーラーメイド
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＜放送日時＞
6/2（水）午後9：00～10：30

2016年4月に放送をスタートし、これまで多くのマッチプレーを放送してき
た「ゴルフ真剣勝負 the MATCH」。更なる“勝負感”を演出し、よりハ
イレベルなプロの技・真剣勝負をお届けすべく新たな試合方法でお送りす
る。4名のプロによる3試合のミニトーナメントを開催し、優勝者には賞金
50万円が贈呈される。1試合1話で、予選2試合、決勝1試合の計3試
合をを放送。3ヶ月毎にシリーズを更新し、テーマに沿ったプロが出演する
。

ゴルフ真剣勝負 the MATCH

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
MCヒロミ×ゲストRED RICE（湘南乃風） 6/26（土）午後11：00～深夜0：00

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。

6月のゲストは湘南乃風のリーダーRED RICE。年間60ラウンドの
ゴルフ好き。そのいかつい外見どおりの飛ばし屋で、ベストスコアは75
。取材を通して見えてきたのは家族ぐるみのゴルフ愛。奥さんとの出
会いはゴルフコンペで、義理のお義父さんとも競技に参加するなど、
ゴルフはファミリーとの深いつながりの礎。RED RICEの人生を豊か
にするゴルフライフに迫ります。



ひとりゴルフ

ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～トラブルショットをサルベージ（2）～目からウロコのギア活用法を紹介
6/4（金）午後11：00～ 11：55

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＞
ゴルフタレントなみき 6/9（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。

6月は7月から開催される100切り選手権とのコラボ企画！大会アンバサダーを務めるゴルフタレントのなみきが100切り選手権の
会場となる千葉県の南総カントリークラブをプレーする。なみきは兵庫県出身の25歳。2018年2月からスタートしたUUUM GOLF
の初代MCとして活動を開始。中井学を師として、様々なレッスン・企画に参加し100切りを目指す。2019年11月、100切り試
験に挑戦し、スコア106で失敗。2021年1月から100切り試験に再挑戦し、93で見事達成した。この企画をもってUUUM
GOLFを卒業。2月から自身のYoutubeチャンネル「なみきゴルフ」を開始。チャンネル登録者数12.2万人（4/23時点）。



稲村亜美・アンタッチャブル柴田の「ゴルフスイッチ！」

TEAM SERIZAWA
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃４０３ 6/8（火）午後10：00～10：30
＃４０４ 6/22（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。

＜放送日時＞
＃６３ 6/7（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を中心に紹介。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。



ラキールカップ 第7回日本クラブチームゴルフ選手権

あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１６７ 6/6（日）午後10：00～10：15 ＃１６８ 6/13（日）午後10：00～10：15
＃１６９ 6/20（日）午後10：00～10：15 ＃１７０ 6/27（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！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＞
6/12（土）午後5：00～6：15

同じゴルフクラブ、または同じ会社に所属する気の合う仲間がチームを組み日本一を目指す団体戦「ラキールカップ第7回日本
クラブチームゴルフ選手権」。“クラブライフの素晴らしさ”、“団体戦の面白さ”、“挑戦することの大切さ”、そんなキーワードと共に、
日本一までの道のりと頂点に立つ瞬間をお届けする。



スター☆ゴルフマッチⅡ

ゴルフのたすき2021

16

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 6/13（日）午後10：30～11：00

ゴルフ初心者と、その初心者を“教える人”を応援するプロジェクト「
ゴルフのたすき」が2021年に再始動。ニューノーマルが広がるなか、
屋外で開放的に楽しめるくゴルフを始める人が増えている。既にゴル
フを楽しんでいるみなさんが、初心者の「よき世話役」となって、ゴルフ
初心者に長くゴルフを楽しんでもらえるよう、接し方やアドバイスのコ
ツを、番組と9月開催予定のイベントを通じて紹介する。プロジェクト
アンバサダーには、2017～19年に続いて、2008年賞金女王の古
閑美保が登場！

＜放送日時＞
＃８７ 6/1（火）午後9：30～10：00
＃８８ 6/15（火）午後9：30～10：00
＃８９ 6/29（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。



GOLF LINK
～ゴルフとビジネスをつなぐ新常識～

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

17

【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＞
＃３８ 6/1（火）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
＃５ 6/8（火）午後10：30～11：00
＃６ 6/22（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。



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～
パート2
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 6/1（火）午後11：45～深夜0：00 ＃２ 6/8（火）午後11：45～深夜0：00
＃３ 6/15（火）午後11：45～深夜0：00 ＃４ 6/22（火）午後11：45～深夜0：00
＃５ 6/29（火）午後11：45～深夜0：00

オトナの女性にオススメ、広島県三原市と世羅町を舞台に今注目の「ゴルフツーリズム」の魅力を紹介。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。東広島市出身のプロゴルファー・佐伯三貴と、レッス
ンプロ・トップインフルエンサーとして活躍する高橋友希子、そして今回の「シーズン2」から加わる注目のゴルファー・井上莉花の
3人が、広島県三原市と世羅町を舞台にゴルフツーリズムを体験。実際にラウンドをまわり、ゴルフの楽しみ方や明日から使え
る実践的なテクニックをわかりやすく紹介。三原・世羅エリアの素敵スポットにGO!島旅では、サイクリングに釣りにと、春うららか
な瀬戸内海をアクティブに満喫する。陶芸やお寺での座禅、三原名物の「だるま」づくりなど、体験型の観光にも挑戦。「ゴルフ
」と「旅」の幸せなコラボを、女性目線でたっぷりお届け。

＜放送日時＞
6/1（火）午後11：00～11：30        6/8（火）午後11：00～11：30 
6/15（火）午後11：00～11：30 6/22（火）午後11：00～11：30
6/29（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。



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＞
＃３３ 6/1（火）午後11：30～11：45 ＃３４ 6/8（火）午後11：30～11：45
＃３５ 6/15（火）午後11：30～11：45 ＃３６ 6/22（火）午後11：30～11：45
＃３７ 6/29（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＞
＃１３４ 6/1（火）深夜0：00～0：30 ＃１３５ 6/8（火）深夜0：00～0：30
＃１３６ 6/15（火）深夜0：00～0：30 ＃１３７ 6/29（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！？



ゴルフ★パラダイス
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃６９ 6/2（水）午後11：00～11：30 ＃７０ 6/9（水）午後11：00～11：30
＃７１ 6/16（水）午後11：00～11：30 ＃７２ 6/23（水）午後11：00～11：30
＃７３ 6/30（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！

※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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