
②真夏の国内女子ツアー2大会をとことん1番ホール生中継

「とことん1番ホール生中継NEC軽井沢72ゴルフトーナメント」
「とことん1番ホール生中継ニトリレディスゴルフトーナメント」
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今月の注目ラインアップ

渋野日向子、笹生優花につづくメジャー制覇なるか
AIG全英女子オープンゴルフ選手権を生中継

①何かが起こる難関カーヌスティゴルフリンクスで開催

「2021AIG全英女子オープンゴルフ選手権」

③松山英樹がPGAツアー年間王者に挑むプレーオフシリーズ

「ザ・ノーザントラスト」
「BMWチャンピオンシップ」
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AIG全英女子オープンゴルフ選手権
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【大会概要】
■開催日：8/19（木）～8/22（日）
■場所：カーヌスティゴルフリンクス（スコットランド）
■賞金総額：450万ドル（優勝賞金：67.5万ドル）
■2020年優勝：ソフィア・ポポフ（ドイツ）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目前半 8/19（木）午後6：30～9：30
１日目後半 8/19（木）午後11：00～深夜2：00
２日目前半 8/20（金）午後6：30～9：30
２日目後半 8/20（金）午後11：00～深夜2：00
３日目 8/21（土）午後10：00～深夜3：00
最終日 8/22（日）午後9：00～深夜2：00
（※最大延長 [最終日]午前7：00まで）

2021年シーズンの海外女子メジャー最終戦は、過去8度全英オープンが行われたスコットランドの名門カーヌスティゴルフリンクスで
開催。1999年全英オープンでの“カーヌスティの悲劇”をはじめ、様々なドラマを生み出してきたコースは、メジャー9勝のレジェンド、
ゲーリー・プレーヤーをして「世界で最も難しいコース」と言わしめる。18ホールが円を描くようにレイアウトされ、毎ホール風向きが異
なるため、OBや”バリーバーン“と呼ばれる小川が選手たちを苦しめる。日本勢では、渋野日向子、上田桃子、畑岡奈紗、笹生
優花、青木瀬令奈、稲見萌寧、小祝さくら、古江彩佳、原英莉花、梶谷翼（a) が出場権を獲得している（6/25現在）。

【海外メジャー】

©Getty Images
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夏の避暑地として名高い長野県・軽井沢が舞台の3日間トーナメント。軽井沢72ゴルフコースにある4コースのうち、最もハイグレ
ードとされる北コースで行われる。フラットながら池やバンカーが巧みに配置されて、難易度の高さを演出している。 1番ホールは、
右ドッグレッグのミドルホール。右サイドの林を避け左サイドから攻めていきたい。 2020年は、プロテストに合格したばかりのルーキー
・笹生優花が初優勝。初日首位発進から2日目に1打差3位に後退したものの、最終日は1イーグル7バーディでコースレコードに
並ぶ63をマークし後続に4打差をつける通算16アンダーとし、プロ2戦目で早々に初タイトルを掴んだ。

【国内ツアー】

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
２日目 8/14（土）午前7：30～11：00
最終日 8/15（日）午前7：00～10：30
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 8/13（金）午後9：00～10：30
２日目 8/14（土）午後11：00～深夜0：00
最終日 8/15（日）午後10：15～11：45

【大会概要】
■開催日：8/13（金）～8/15（日）
■コース：軽井沢72ゴルフ北コース（長野県）
■賞金総額：8,000万円
■2020年優勝：笹生優花
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北海道の名門・小樽カントリー俱楽部で行われる4日間トーナメント。2020年は、最終日単独首位から出た19歳の笹生優花
が悪天候の中で5バーディー、2ボギーの71で回り通算13アンダーで、2試合連続優勝を遂げた。大会主催のニトリには永峰咲
希、岡山絵里、小祝さくら、松田鈴英、菅沼菜々といったプロが多数所属しており、ホステスプロの活躍にも期待がかかる。1番ホ
ールは406ヤードのパー4。やや左ドッグレッグのミドルホール。フェアウェイ中央の木の右狙いでティーショットするのが理想的である。
昨年は全18ホール中８番目の難易度。各選手がどのようにこのスターティングホールをパー発進できるかに注目したい。

【国内ツアー】

ニトリレディスゴルフトーナメント

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 8/28（土）午前8：30～午後1：00
最終日 8/29（日）午前8：00～10：30
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

【大会概要】
■開催日：８/26（木）～８/29（日）
■コース： 小樽カントリー倶楽部 （北海道）
■賞金総額：2億円
■2020年優勝：笹生優花



長嶋茂雄 INVITATIONAL
セガサミーカップ
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2020年は新型コロナウイルスの影響で中止となり2年ぶりの開
催となる本大会。2019年は淺井咲希が通算10アンダーで初
日から首位を守り、完全優勝を飾った。優勝の副賞として、大
会スポンサーであるキャタピラー製の車両が贈られるのが恒例と
なっている。

【大会概要】
■開催日：8/20（金）～8/22（日）
■コース：大箱根カントリークラブ（神奈川県）
■賞金総額：6,000万円
■19年優勝：淺井 咲希（2020年は大会中止）

≪ダイジェスト放送≫
最終日 8/23（月）午後7：30～9：00

CAT Ladies

【国内ツアー】

2020年は新型コロナウイルスの影響により中止となり2年ぶり
の開催となる本大会。舞台は青木功プロが設計・監修を手掛
けた「ザ･ノースカントリーゴルフクラブ」。見通しの良いコースには
8つの池が配置され、特に最終3ホールはスリリングな展開が予
想される。2019年大会では石川遼が初日から首位を走る自
身3度目の完全優勝。自身初の2試合連続優勝を達成した。
2位と4打差つける通算20アンダーは、大会タイ記録で史上初
の複数回優勝も記録した。

【大会概要】
■開催日：8/19（木）～8/22（日）
■コース：ザ・ノースカントリーゴルフクラブ（北海道）
■賞金総額：1億2,000万円
■19年優勝：石川遼（2020年は大会中止）

≪ダイジェスト放送≫
３日目 8/21（土）午後7：30～8：30
最終日 8/22（日）午後7：30～9：00

©Getty Images
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ぎゅっと週刊国内ツアー
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【国内ツアー】

＜放送日時＞
＃１８６ 8/2（月）午後11：00～11：15
＃１８７ 8/9（月）午後11：00～11：15
＃１８８ 8/16（月）午後11：00～11：15 
＃１８９ 8/23（月）午後11：00～11：15 
＃１９０ 8/30（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。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！
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ザ・ノーザントラスト

＜放送日時＞ ※１日目～３日目まで生中継・当日夜再放送あり
１日目 8/19（木）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 8/20（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 8/21（土）深夜3：00～翌午前7：15
最終日 8/23（月）午前9：00～午後2：00
（※最大延長 [３日目]午前8：00まで）

BMWチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：8/26（木）～8/29（日）
■場所： ケイヴスバレーゴルフクラブ（メリーランド州）
■賞金総額：950万ドル（優勝賞金：171万ドル）
■2020年優勝：ジョン・ラーム（スペイン）

松山英樹が8年連続シーズン最終戦出場に挑むPGAツアープレーオフシリーズ
の第1戦。最終戦のツアーチャンピオンシップ出場へ70名から30名に絞られる。
今年の舞台はメリーランド州のケイヴスバレーゴルフクラブ。1991年開場のコー
スで初のPGAツアートーナメント開催となる。2007年にはアーノルド・パーマーカ
ップ（大学ゴルフの米国選抜と世界選抜による対抗戦）が開催されている。
当時出場したメンバーの中にはブライアン・ハーマン、ビリー・ホーシェル、ダスティ
ン・ジョンソン、ウェブ・シンプソンらが米国選抜に名を連ねていた。

【大会概要】
■開催日：8/19（木）～8/22（日）
■場所： リバティナショナルゴルフクラブ（ニュージャージー州）
■賞金総額：950万ドル（優勝賞金：171万ドル）
■2020年優勝：ダスティン・ジョンソン（米国）

松山英樹が8年連続シーズン最終戦出場に挑むPGAツアープレーオフシリー
ズの第1戦。FedExカップランキング上位125名が出場し、第2戦に進出する
70名に絞られる。今年のコースはニュージャージー州のリバティナショナルゴルフ
クラブ。木や緑が多いパークランドリンクススタイルで、ごみ埋め立て地に2億
5000万ドルをかけて作られたこのコースは「歴史上最も高価なゴルフコース」と
も呼ばれている。2019年大会では、パトリック・リードが2018年マスターズ以
来1年4か月ぶりの優勝を果たし、FedExカップランキングを50位から一気に2
位に上昇させた。

【PGAツアープレーオフ】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 8/27（金）午前4：00～翌午前8：00
２日目 8/28（土）午前4 ：00～翌午前8：00
３日目 8/28（土）深夜1：00～翌午前7：15
最終日 8/29（日）深夜1：00～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）

©Getty Images

©Getty Images
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WGC-FedExセントジュード
インビテーショナル

バラクーダチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：8/5（木）～8/8（日）
■場所： タホマウントクラブ（カリフォルニア州）
■賞金総額：350万ドル（優勝賞金：63万ドル）
■2020年優勝：リッキー・ウェレンスキー（米国）

WGCと同週に行われる大会。世界ランク50位以上の選手はWGCに向かう
為シード権を争う選手たちにはシーズン最後のビッグチャンスとなる。舞台はカリ
フォルニア州のタホマウンテンクラブ。大会は1999年の初開催からWGCシリー
ズや全英オープンの裏大会として行われている。2006年には宮里優作が
PGAツアー史上2人目となる1ラウンドに2度のホールインワンを決めた大会でも
ある。2019年大会ではツアールーキーのコリン・モリカワがプロ6戦目で初優勝
を飾り、その後の全米プロ優勝へと羽ばたいていった。

【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：8/5（木）～8/8（日）
■場所： TPCサウスウィンド（テネシー州）
■賞金総額：1050万ドル（優勝賞金：182万ドル）
■2020年優勝：ジャスティン・トーマス（米国）

WGCシリーズ最終戦。FedExポイント、賞金額共に高く、トッププロたちによる
激しい戦いが繰り広げられる。舞台は1989年から開催されているテネシー州
TPCサウスウィンド。1988年ロン・プリチャード設計でツアー屈指の難関コースと
して知られ、唯一のバーディーホールと言われる14番のパー3でもツアー5本の
指に入る難しさと言われている。大会はもともと1958年にメンフィスオープンとし
てコロニアルカントリークラブでスタート。1986年にFedExがタイトルスポンサーと
なり、1988年からはFedEx本社に隣接するTPCサウスウィンドに場を移して
行われている。

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

＜放送日時＞ ※１日目～３日目まで生中継
１日目 8/5（木）午後11：00～深夜1：00
２日目 8/6（金）午後11：00～深夜1：00
３日目 8/8（日）午前8：00～10：00
最終日 8/9（月）午前11：00～午後2：00

©Getty Images

©Getty Images



PGAツアーハイライト～今日の松山英樹～
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ウィンダム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 8/13（金）午前4：00～7：00
２日目 8/14（土）午前4：00～7：00
３日目 8/14（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 8/15（日）深夜2：00～翌午前7：45
（※最大延長 [最終日]午前10：00まで）

【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：8/12（木）～8/15（日）
■場所： セッジフィールドカントリークラブ（ノースカロライナ州）
■賞金総額：640万ドル（優勝賞金：115.2万ドル）
■2020年優勝：ジム・ハーマン（米国）

レギュラーシーズン最終戦。今季のプレーオフ出場権と来季のシード権を得る
FedExカップランキング125位以内を争い、瀬戸際の戦いが繰り広げられる。
また、今大会終了時点でのランキング上位10人に対し賞金を付与する「コム
キャストビジネスツアートップ10」がこの大会で決着する。大会は1938年にグレ
ーターグリーンズボロオープンとして初開催。最多優勝（8回）、最年長優勝
記録（53歳）を持つサム・スニードを称え、優勝者にはサム・スニードカップが
授与される。

【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。

©Getty Images



全米アマチュアゴルフ選手権

全米女子アマチュアゴルフ選手権
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【海外ツアー】

＜放送日時＞ ※１回戦生中継・全ラウンド中継
１回戦 8/4（水）深夜3：00～翌午前6：00
２回戦・3回戦 8/6（金）午前6：00～9：00
準々決勝 8/7（土）午前6：00～9：00
準決勝 8/8（日）午前10：00～午後1：00
決勝 8/9（月）午後2：00～5：00 

121回目の全米女子アマチュアゴルフ選手権。舞台はニューヨーク州のウェストチェスターカントリークラブ。2日間のストロークプレ
ーを行った後、64名によるマッチプレートーナメントで争われる。昨年は17歳のローズ・ジャンが前年優勝者ガブリエラ・ルフェルス
を下し優勝。その後世界アマチュアゴルフランキングでも1位に輝き、シーズン終了後にマーク・H・マコ―マックメダルを獲得した。
過去にはモーガン・プレッセル（2005年）やリディア・コ（2012年）などLPGAツアーで活躍するプロが優勝している。トッププ
ロへの登竜門となる戦いだ。

【大会概要】
■開催日：8/4（水)～8/8(日)
■場所：ウェストチェスターカントリークラブ（ニューヨーク州）
■2020年優勝：ローズ・ジャン（米国）

＜放送日時＞ ※１回戦～準々決勝まで生中継
１回戦 8/12（木）午前4：00～7：00
２回戦・3回戦 8/12（木）深夜0：00～3：00
準々決勝 8/13（金）深夜0：00～3：00
準決勝 8/15（日）午後4：00～7：00
決勝 8/16（月）午後1：30～4：30 

過去にはボビー・ジョーンズやジャック・ニクラス、タイガー・ウッズらレジェンドたちが栄冠を手にしている121回目のアマチュア最高
峰トーナメント。2013年優勝のマシュー・フィッツパトリックや2015年優勝のブライソン・デシャンボー、2019年優勝のビクトル・ホ
ブランドなど、優勝後すぐにトッププロへの道を駆け上る選手が多い。舞台は2016年全米オープン開催コースのペンシルベニア州
オークモントカントリークラブ。

【大会概要】
■開催日：8/11（水)～8/15(日)
■場所：オークモントカントリークラブ（ペンシルベニア州）
■2020年優勝：タイラー・ストラファシ（米国）



ボーイングクラシック

ショー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】

昨年は大会中止となり、2年ぶりの開催となる。舞台はツアー唯
一のカナダ開催、キャニオンメドーズゴルフ＆カントリークラブ。
1957年開場で海抜1095mの高所に位置している。ホストは
2017年、2018年大会を連覇したスコット・マッキャロン。2019
年はチャンピオンズ2試合目のウェス・ショートJr.が初優勝を飾っ
た。

【大会概要】
■開催日：8/13（金）～8/15（日）
■場所：キャニオンメドーズゴルフ＆カントリークラブ（カナダ)
■賞金総額：235万ドル（優勝賞金：35.25万ドル）
■2019年優勝：ウェス・ショートJr.（米国）

＜放送日時＞
１日目 8/17（火）午後8：00～9：30
２日目 8/18（水）午後0：00～1：30
最終日 8/19（木）午後5：00～6：30 

©Getty Images

世界最大の航空宇宙機器メーカー、ボーイング社がメインスポン
サーを務める大会。舞台はボーイング本社のあるワシントン州、
ザ・クラブオブスノコルミーリッジで開催される。ジャック・ニクラス設
計のこのコースは2005年から同大会を開催している。2019年
大会は日本ツアー6勝のブランド・ジョーブがツアー2勝目。

【大会概要】
■開催日：8/20（金）～8/22（日）
■場所：ザ・クラブオブスノコルミーリッジ（ワシントン州)
■賞金総額：210万ドル（優勝賞金：31.5万ドル）
■2019年優勝：ブランド・ジョーブ（米国）

＜放送日時＞
１日目 8/24（火）午後7：30～9：00
２日目 8/25（水）午後5：00～6：30
最終日 8/26（木）午後5：00～6：30 

©Getty Images



ザ・アリーチャレンジ
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【PGAツアーチャンピオンズ】

金融サービス会社アリーファイナンシャルグループとマクラーレンヘ
ルスケア主催の大会。本社を置くミシガン州のコース、ワーウィック
ヒルズゴルフ＆カントリークラブで行われる。昨年はツアーチャンピ
オンズデビュー戦として参戦したジム・フューリックが初優勝。

【大会概要】
■開催日：8/27（金）～8/29（日）
■場所：ワーウィックヒルズゴルフ＆カントリークラブ（ミシガン州)
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30万ドル）
■2020年優勝：ジム・フューリック（米国）

＜放送日時＞
１日目 8/31（火）午後7：00～8：30
２日目以降9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＞
92年会vs2000年生まれ3マッチトーナメント
8/4（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
合を放送。

イ・ミニョン、ペ・ヒギョンの92年生まれと、石井理緒、後藤未有の2000
年生まれが激突する。今月は決勝MATCH、石井理緒vsイ・ミニョンをお
送りする。

ゴルフ真剣勝負 the MATCH

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
MCヒロミ×ゲスト石原良純 8/18（水）午後10：00～11：00 

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、クレー射撃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。

8月は俳優の石原良純が登場。父、石原慎太郎のゴルフ流儀や石原軍
団の豪快なゴルフ秘話など、スケールの大きな逸話が盛りだくさんでお届け。



ひとりゴルフ

ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～地クラブをサルベージ（1）～クセの強いメーカー大集合

8/6（金）午後10：00～11：00

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。

＜放送日時＞
川満陽香理 8/11（水・祝）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。

8月は川満陽香理が神奈川県の横浜カントリークラブをプレーする。
川満は11歳からゴルフを始め、昭和薬科大付属高校、立命館大
学を経て2011年にプロ転向。2011年下部ツアーのANA 
PRINCESS CUPで初優勝を果たした。今年4月、九州みらい建
設グループレディースで10年ぶりの優勝。2日後に行われた全米女
子日本予選で1位タイとなり、念願の海外メジャー初挑戦となる。
2020年9月から目澤秀憲の指導を受けている。

©Getty Images



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＞
＃４０７ 8/10（火）午後10：00～10：30
＃４０８ 8/24（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＞
＃６５ 8/2（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。



あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１７５ 8/1（日）午後10：00～10：15 ＃１７６ 8/8（日）午後10：00～10：15
＃１７７ 8/15（日）午後10：00～10：15 ＃１７８ 8/22（日）午後7：00～7：15
＃１７９ 8/29（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。

ゴルフのたすき2021

＜放送日時＞
#２ 8/7（土）午後1：00～1：30

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といわれて
いる。既にゴルフを楽しんでいる皆さんが、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プロが登場。



debut！
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【オリジナル番組】

登別シニアオープン2021

＜放送日時＞
8/22（日）午後1：00～ 2：30

8月3日、4日に北海道、登別カントリー倶楽部で行われるシニアプロ大会の模様をお届けする。

【大会概要】
■開催日：8/3（火）～8/4（水）
■場所：登別カントリー倶楽部（北海道）
■賞金総額：1550万円（優勝賞金：300万円）

＜放送日時＞
8/15（日）午後1：00～ 1：30

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！」。



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＞
＃９２ 8/10（火）午後9：30～10：00
＃９３ 8/24（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＞
＃４０ 8/3（火）午後10：00～10：30



GOLF LINK
～ゴルフとビジネスをつなぐ新常識～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃９ 8/10（火）午後10：30～11：00
＃１０ 8/24（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

＜放送日時＞
8/3（火）午後11：00～11：30        8/10（火）午後11：00～11：30 
8/17（火）午後11：00～11：30 8/24（火）午後11：00～11：30
8/31（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
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃４２ 8/3（火）午後11：30～11：45 ＃４３ 8/10（火）午後11：30～11：45
＃４４ 8/17（火）午後11：30～11：45 ＃４５ 8/24（火）午後11：30～11：45
＃４６ 8/31（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。

Turf＆Trip Season2
～今こそゴルフ旅！大人女子が会いに行く～

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＞
＃１０ 8/3（火）午後11：45～深夜0：00
＃１１ 8/10（火）午後11：45～深夜0：00



ゴルフ★パラダイス

橋本マナミのLeader`s GOLF
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１４２ 8/3（火）深夜0：00～0：30 ＃１４３ 8/10（火）深夜0：00～0：30
＃１４４ 8/17（火）深夜0：00～0：30 ＃１４５ 8/24（火）深夜0：00～0：30
＃１４６ 8/31（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！？

＜放送日時＞
＃７８ 8/4（水）午後11：00～11：30 ＃７９ 8/11（水・祝）午後11：00～11：30
＃８０ 8/18（水）午後11：00～11：30 ＃８１ 8/25（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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