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ゴルフネットワーク
２０２１年１１月見どころ

今月の注目ラインアップ

①ヨーロピアンツアー最終戦を全ラウンド生中継
「DPワールドツアーチャンピオンシップ ドバイ」

Ｐｒｏｇｒａｍ Ｌｉｎｅ-ｕｐ
ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2021年9月27日

②アジア最強女子アマチュアゴルファー決定戦
「アジアパシフィック女子アマチュアゴルフ選手権」

米国PGAツアー3大会・欧州ツアー最終戦
アジア女子アマ決定戦を全ラウンド生中継！



DPワールドツアーチャンピオンシップ
ドバイ
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＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 11/18（木）午後4：00～10：00
２日目 11/19（金）午後4：00～10：00
３日目 11/20（土）午後4：00～10：00
最終日 11/21（日）午後4：00～10：00
（※最大延長 [最終日]午後11：30まで）

【大会概要】
■開催日：11/18（木）～11/21（日）
■場所：ジュメライゴルフエステート（UAE）
■賞金総額：900万ドル（優勝賞金：-）
■20年優勝：マシュー・フィッツパトリック（イングランド）

ヨーロピアンツアー最終戦にしてロレックスシリーズ第4戦。レーストゥドバイランキング上位60名が最終決戦地ドバイに集結
する。この大会終了後にポイントランキング（レーストゥドバイ）1位の選手に年間王者の称号が与えられる。舞台はアラブ
首長国連邦（UAE）ドバイのジュメイラゴルフエステート。2009年にグレッグ・ノーマン設計でオープンしたアースコースで行
われる。最終4ホールが最も戦略的で、特に18Hの567ヤードのパー5が見どころ。日本人選手では川村昌弘が最終戦出
場を目指しポイントランキング60位以内を目指している。

昨年はマシュー・フィッツパトリックが最終日に抜け出してツアー6勝目。そして年間王者は2位に入ったリー・ウエストウッドがラ
ンキング1位で臨んだパトリック・リードを抑えて2000年、2009年に続く3度目の王者となった。

【ヨーロピアンツアー】

©Getty Images
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今年で40回目を迎える男子ツアー終盤戦のビッグトーナメントは、高知県のKochi黒潮カントリークラブで行われる。このあとの最
終戦は賞金ランキング30名のみの出場となるため、多くの選手にとっては来期出場の賞金シードがかかる非常に重要な一戦となる
。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年大会は2度の賞金王に輝いた名手キム・キョンテ（韓国）が3
年ぶりの復活優勝を遂げた。故障やイップスに苦しみ、7試合連続予選落ちなど極度の不振を乗り越えて掴んだ栄冠に、かつて圧
倒的な強さから“鬼”とまで呼ばれた男の目からは大粒の涙があふれた。

1Hは太平洋を眼下に望みながら広々としたロケーションの打ち下ろしのミドルホール。ティーショットでは右サイドのバンカーには入れ
たくはない。残り100ヤード付近からグリーンまでダウンヒルとなっているため、正確にフェアウェイに運び、2打目は積極的にピンを攻
めてバーディーを取りたいホールである。

【国内ツアー】

カシオワールドオープン

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 11/27（土）午前8：30～11：15
最終日 11/28（日）午前7：30～10：15
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）
≪ダイジェスト放送≫
２日目 11/26（金）午後11：00～深夜1：00
３日目 11/27（土）午後10：30～深夜0：00
最終日 11/28（日）午後10：30～深夜0：00

【大会概要】
■開催日：11/25（木）～11/28（日）
■コース：Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）
■賞金総額：1.5億円
■2019年優勝：キム・キョンテ（韓国）
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今年で37回目を迎える伊藤園レディスゴルフトーナメント。千
葉県グレートアイランド倶楽部で行われる。昨年は古江彩佳
がプレーオフの末、酒井美紀との大激戦を制した。首位でスタ
ートした最終日、古江は1Hでボギーとなり一度は酒井に首
位を明け渡すも後半で巻き返し、プレーオフにも競り勝ってツ
アー通算3勝目を挙げた。

【大会概要】
■開催日：11/12（金）～11/14（日）
■コース：グレートアイランド倶楽部（千葉県）
■賞金総額：1憶円
■2020年優勝：古江彩佳

≪ダイジェスト放送≫
２日目 11/13（土）深夜0：00～1：00
最終日 11/14（日）深夜0：00～1：30

第4週伊藤園レディスゴルフトーナメント

【国内ツアー】

©Getty Images

三井住友VISA太平洋マスターズ

≪ダイジェスト放送≫
2日目 11/12（金）午後10：00～深夜0：00
3日目 11/14（日）午後0：30～午後2：15
最終日 11/14（日）午後10：15～深夜0：00

静岡県の太平洋クラブ御殿場コースを舞台に行われるツアー終盤のビッグトーナメント。昨年は最終日3位からスタートした
香妻陣一朗が、最終18Hで土壇場のスーパーイーグルを決め、逆転でプロ8年目での初優勝を飾った。

【大会概要】
■開催日：11/11（木）～11/14（日）
■コース：太平洋クラブ御殿場コース（静岡県）
■賞金総額：1.5憶円
■2020年優勝：香妻陣一朗
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第4週

＜放送日時＞
＃１９９ 11/1（月）午後11：00～11：15
＃２００ 11/8（月）午後11：00～11：15 
＃２０１ 11/15（月）午後11：00～11：15 
＃２０２ 11/22（月）午後11：00～11：15
＃２０３ 11/29（月）午後11：00～11：15 

ぎゅっと週刊国内ツアー

国内ツアーの結果をお届けす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など充実。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楽しい情報もお届け！

【国内ツアー】



アジアパシフィック
女子アマチュアゴルフ選手権
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＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 11/10（水）午後3：00～7：00
２日目 11/11（木）午後3：00～7：00
３日目 11/12（金）午後3：00～7：00
最終日 11/13（土）午後3：00～7：00
（※最大延長 [最終日]午後11：30まで）

【大会概要】
■開催日：11/10（水）～11/13（土）
■場所：アブダビゴルフクラブ（UAE）
■2019年優勝：安田佑香

R&Aとアジアパシフィックゴルフ連盟によって2018年から設立された大会。今年はタイでの開催を予定していたが、新型コロ
ナウイルスの影響でUAEのアブダビゴルフクラブで開催される。優勝者には全英女子オープンとエビアンチャンピオンシップ、オ
ーガスタナショナル女子アマチュア選手権の出場権が与えられる。83名で争われる今大会、日本からは梶谷翼、六車日那
乃、川﨑春花が出場予定。

2018年優勝者、アタヤ・ティティクル（タイ）はその後全英女子オープンでローアマチュアを獲得。2020年にプロ転向し現
在世界ランキング33位と活躍している。（2位には笹生優花、西村優菜がランクイン）日本で開催された2019年大会
では当時18歳の安田佑香が優勝。エビアンチャンピオンシップではローアマチュアに輝き、全英女子オープンでは予選通過
を果たした。

【海外トーナメント】

©Getty Images



ワールドワイドテクノロジーチャンピオンシップ
at マヤコバ
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＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 11/5（金）午前4：00～7：00
２日目 11/6（土）午前4：00～7：00
３日目 11/7（日）午前3：00～6：15
最終日 11/8（月）午前4：00～7：15
（※最大延長 [３日目]午前7：00まで [最終日]午前9：00まで）

【大会概要】
■開催日：11/4（木）～11/7（日）
■場所：エルカマレオンゴルフクラブ（メキシコ）
■賞金総額：720万ドル（優勝賞金：129.6万ドル）
■2020年優勝：ビクター・ホブランド（ノルウェー）

2007年に米国・カナダ以外で初めて開催されたPGAツアー大会としてスタートした大会。今シーズンからワールドワイドテク
ノロジー社がメインスポンサーを務め、大会名も大きく変わった。メキシコ屈指のリゾート地、リビエラマヤのエルカマレオンゴルフ
クラブで開催される。全長7013ヤード、パー71のコースはグレッグ・ノーマン設計。1Hのフェアウェイには自然の地下洞窟を
生かした洞窟バンカーが待ち構えている。また、熱帯林のジャングルやマングローブ密集地帯など普段の中継では見ることが
できない自然も魅力的。昨年は12月に開催され、3位からスタートしたビクター・ホブランドが逆転でツアー2勝目を飾った。

【PGAツアー】

©Getty Images



ヒューストンオープン
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【大会概要】
■開催日：11/11（木）～11/14（日）
■場所：メモリアルパークゴルフコース（テキサス州）
■賞金総額：750万ドル（優勝賞金：126万ドル）
■2020年優勝：カルロス・オルティス（メキシコ）

テキサス州メモリアルパークゴルフコースで行われる大会。例年マスターズ前週に行われ、昨年も11月のマスターズ前に最後
の出場権を賭けた大会となっていたが、今年からスケジュールが離れた。メモリアルパークゴルフコースは1926年開場。
1963年まで14回のヒューストンオープン開催を経験。このコースで研鑽を積み、1965年全米プロを優勝したデイブ・マーの
遺骨がコースへ散骨されている。昨年は29歳のカルロス・オルティスが初勝利を遂げ、2年のシード権とマスターズへの切符を
手にした。8位から最終日をスタートした松山英樹は7バーディ、ノーボギーと猛チャージ。通算7アンダーとして2位で大会を
終えた。

【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 11/11（木）深夜3：00～翌午前6：00
２日目 11/12（金）深夜3：00～翌午前6：00
３日目 11/13（土）深夜3：00～翌午前6：15
最終日 11/14（日）深夜3：00～翌午前6：15
（※最大延長 [３日目]午前7：00まで [最終日]午前9：00まで）

©Getty Images



ザ・RSMクラシック
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【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：11/18（木）～11/21（日）
■場所：シーアイラインドゴルフクラブ（ジョージア州）
■賞金総額：720万ドル（優勝賞金：118.8万ドル）
■2020年優勝：ロバート・ストレブ（米国）

2021年レギュラーシーズン最終戦。ジョージア州シーアイランドリゾートで開催されるこの大会は、シーアイランド在住のデー
ビス・ラブⅢが大会ホストを務める。彼らを中心に当地に拠点を構えるマット・クーチャーやブライアン・ハーマンら「シーアイラン
ドマフィア」と呼ばれるトッププロたちが参戦する。2010年にロンドンを本拠地とする会計事務所、RSMインターナショナルを
スポンサーとして、マックグラッドリークラシックとして初開催、2015年から同大会名となっている。開催コースはシーアイライン
ドゴルフクラブ。シーサイドコースとプランテーションコースの2コースで行われる。昨年は33歳のロバート・ストレブが優勝。ケビ
ン・キズナーとのプレーオフを制して2015年以来のツアー2勝目を飾った。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 11/18（木）深夜3：00～翌午前6：00
２日目 11/19（金）深夜3：00～翌午前6：00
３日目 11/20（土）深夜3：00～翌午前6：15
最終日 11/21（日）深夜3：00～翌午前6：15
（※最大延長 [３日目]午前7：00まで [最終日]午前8：00まで）

©Getty Images



チャールズ・シュワブカップチャンピオンシップ

ティンバーテックチャンピオンシップ
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【PGAツアーチャンピオンズ】

＜放送日時＞
１日目 11/9（火）午後7：30～9：00
２日目 11/10（水）午後7：00～8：30
最終日 11/11（木）午後7：00～8：30

＜放送日時＞
１日目 11/16（火）午後7：00～8：30
２日目 11/17（水）午後5：00～6：30
３日目 11/18（木）午後0：00～1：30
最終日 11/19（金）午後1：30～3：00

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：11/5（金）～11/7（日）
■場所：ザ・オールドコース at ブロークンサウンド（フロリダ州）
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30万ドル）
■2020年優勝：ダレン・クラーク（北アイルランド）

【大会概要】
■開催日：11/11(木）～11/14（日）
■場所：フェニックスカントリークラブ（アリゾナ州）
■賞金総額：250万ドル（優勝賞金：37.5万ドル）
■2020年優勝：ケビン・サザーランド（米国）

新型コロナウイルスの影響で2020-21年シーズンとして2年間争
われてきたチャールズ・シュワブカップの最終戦。4日間競技で年
間王者を決める。舞台はアリゾナ州フェニックスカントリークラブ。
1900年に造成されたこのコースは、米国で最も権威のあるプライ
ベートコースTOP100に選ばれた名門コース。

プレーオフ第2戦。フロリダ州ボカラトンのザ・オールドコース at ブロ
ークンサウンドで開催される。ベルンハルト・ランガーが大会主催を
務めている。昨年大会は2011年全英オープン王者のダレン・クラ
ークがツアーチャンピオンズ初優勝を飾った。

©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＞
日大ゴルフ部OB対決
11/3（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。

2021年9月～11月のシリーズは「日大ゴルフ部OB対決」と題して名
門・日本大学ゴルフ部出身の宮本勝昌、矢野東、中西直人、堀川
未来夢が激突。今月は決勝MATCH、中西直人vs矢野東をお届け
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×ゲスト遠藤章造
11/20（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、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。

11月のゲストはココリコの遠藤章造。芸能界No１の腕前と噂されるほ
どのゴルフ好き。勝ち負けにこだわる遠藤が指名したラウンドパートナー
は因縁のあの吉本芸人。果たして勝負の結末は！？さらに、自身が
主催するコンペ【ゴルフバカ】やゴルフ好きの父親とタイが-ウッズのまさか
の思い出など盛りだくさんでお届けする。



ひとりゴルフ

ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～華丸工場長の検証スペシャル（1）～クラブ1本でラウンド、勝つのはどのクラブ？
11/5（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。

＜放送日時＞
菅沼菜々 11/10（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。

11月は菅沼菜々が千葉県のベルゼルバカントリークラブ市原コースをプ
レーする。5歳から父の影響でゴルフを始め、2017年日本ジュニアゴル
フ選手権（女子15～17歳の部）で優勝。2018年、埼玉栄高校
卒業後にプロテストに合格し、LPGA90期生としてプロ転向。ルーキー
イヤーは賞金ランキング62位。第1回リランキング9位、第2回リランキン
グ17位でフルシーズンのシード権を獲得した。今シーズンは賞金ランキ
ング60位(9月24日現在）。

©Getty Images



稲村亜美・アンタッチャブル柴田の「ゴルフスイッチ！」
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃６８ 11/1（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

＜放送日時＞
＃１８９ 11/7（日）午後10：00～10：15
＃１９０ 11/14（日）午後10：00～10：15
＃１９１ 11/21（日）午後3：00～3：15
＃１９２ 11/28（日）午後10：00～10：15

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、PGAツアーテ
ィーチングプロ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。



プレメンレッスン！Season4 赤坂友昭メソッド
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【オリジナル番組】

今回はプロコーチ、赤坂友昭のメソッドを紹介する。
9月からシーズン4を迎えるプレメンレッスン！今シーズンからは、悩めるゴ
ルファーや今以上に向上したいゴルファーに向けて、コースで直接役に立
つより実践的なレッスンを中心にお届けする。今回のコーチ、赤坂友昭
は東京都のトータルゴルフフィットネスを拠点に活動中。クラブの特性を
活かす道具の使い方、運動力学による効率の良いカラダの使い方、運
動学習を基にした指導法をベースに次吊り的な側面からレッスンを行っ
ている。

＜放送日時＞
＃１ 11/3（水・祝）午後11：30～11：45
＃２ 11/10（水） 午後11：30～11：45 
＃３ 11/17（水） 午後11：30～11：45
＃４ 11/24（水） 午後11：30～11：45 

ゴルフのたすき２０２１presents

「教える人×教わる人９ホールChallenge」

＜放送日時＞
11/7（日）午後2：00～2：30

ゴルフ初心者と初心者を教える人を応援するダンロップ×ゴルフネ
ットワーク「ゴルフのたすき」プロジェクト。2021年シーズンの最後は
、9月23日に開催したイベント「教える人×教わる人9ホール
Challenge」の模様をお届け。イベントには古閑美保プロ、ゴルフ
大好き芸人の大西ライオンとその同期芸人でゴルフ初心者の芸
人コンビ5GAPが参加。午前中は練習場貸切で練習し放題、午
後は9ホールのハーフプレーで、ティーショットは教える人と教わる人
それぞれが打ち、セカンドショット以降は交互に打つ「ゴルフのたすき
」特別ルールを採用する初心者にやさしいイベント。教える人も教
わる人も、笑顔あふれるゴルフ大好きな人が集まる楽しいイベント
だクマーっʕ´•ᴥ•`ʔ



debut! ～新生ロイヤルコレクション～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
11/1（月）午後10：30～11：00

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！」。今回はロイヤルコレクションから新発
売「RC AM-Xシリーズ」のフェアウェイウッドとユーティリティを紹介。

かつて国内男子ツアーで使用率No1をほこったロイヤルコレクションのフェアウェイウッド。その栄光に溺れることなく進化をつづけ、
新たにラインナップを一新し生まれ変わった“新生ロイヤルコレクション“の真価にせまる。コンポジットテクノ社製の専用シャフトを
搭載、FWの常識を超えた飛びを実現したその実力の秘密とは、、、

ロイヤルコレクションを知りつくす契約プロの横田英二そして数々のゴルフクラブを試打しYouTubeでも活躍中の横田真一、2
人の横田プロが検証していく。

debut!
～つかまる、そして飛びのKINGに。ATTAS KING~

＜放送日時＞
11/8（月）午後8：30～9：00

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USTmamiyaの新作シャフ
ト「アッタスキング」を紹介する。



TEAM SERIZAWA
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

わくわく！火曜ゴルフプレミアム

＜わくわく！火曜ゴルフプレミアムとは＞
ゴルフネットワークの火曜日は新エピソードが盛りだくさん！
たくさんの新エピソードにわくわく！
新しい驚きにわくわく！
ちょっと心の糸を解きほぐして、リラックスできる時間をお届け！

＜放送日時＞
＃４１３ 11/9（火）午後10：00～10：30
＃４１４ 11/23（火・祝）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。



スターゴルフマッチⅢ

EVER GREEN CLUB
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

＜放送日時＞
＃９ 11/2（火）午後9：00～9：15 ＃１０ 11/9（火）午後9：00～9：15
＃１１ 11/16（火）午後9：00～9：15 #１２ 11/23（火・祝）午後9：00～9：15

ゴルフライフを豊かにする様々な情報を紹介する「EVERGREEN CLUB」。今回は太平洋クラブ八千代コースを舞台に、小斉平
優和プロと石坂友宏プロを迎え、MC・田中雄介とおなじみ阿部桃子とペアを組んで対戦！ツアープロらしいプレーで魅せると共に
、アフタープレーも含めたゴルフの楽しさを余すところなく紹介する。

＜放送日時＞
＃３ 11/2（火）午後9：30～10：00
＃４ 11/16（火）午後9：30～10：00

芸能界・スポーツ界からや男女プロゴルファーをお招きしての真
剣ペアマッチ！番組独自の点数制で最後まで目が離せません。
ご存知のあの方も本当～にゴルフが大好きなんです！！



葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

GOLF LINK
～ゴルフとビジネスをつなぐ新常識～
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＜放送日時＞
＃１５ 11/9（火）午後10：30～11：00
＃１６ 11/23（火・祝）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。

【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

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＞
＃４３ 11/2（火）午後10：00～10：30



藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会
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牧野裕のEnjoy Golf

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

＜放送日時＞
＃５４ 11/2（火）午後11：30～11：45
＃５５ 11/9（火）午後11：30～11：45
＃５６ 11/16（火）午後11：30～11：45
＃５７ 11/23（火・服）午後11：30～11：45
＃５８ 11/30（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。

【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】



ゴルフ★パラダイス

橋本マナミのLeader`s GOLF
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＜放送日時＞
＃１５４ 11/2（火）深夜0：00～0：30
＃１５５ 11/9（火）深夜0：00～0：30
＃１５６ 11/16（火）深夜0：00～0：30
＃１５７ 11/23（火・祝）深夜0：00～0：30
＃１５８ 11/30（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！？

＜放送日時＞
＃９１ 11/3（水・祝）午後11：00～11：30
＃９２ 11/10（水）午後11：00～11：30
＃９３ 11/17（水）午後11：00～11：30
＃９４ 11/24（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

【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

http://www.golfnetwork.co.jp/

