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今月の注目ラインアップ
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①選ばれしプロゴルファーのみが出場する世界一決定戦

「全米プロゴルフ選手権」

②アップダウンの激しい街中コースを攻略できるか

「とことん1番ホール生中継 ほけんの窓口レディース」



全米プロゴルフ選手権
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【大会概要】
■開催日：5/19（木）～5/22（日）
■場所：サザンヒルズカントリークラブ（オクラホマ州）
■賞金総額：-（優勝賞金：-）
■2021年優勝：フィル・ミケルソン（米国）
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104回目の全米プロゴルフ選手権はオクラホマ州サザンヒルズカントリークラブで開催される。日本人選手は松山英樹が出
場予定。サザンヒルズカントリークラブではこれまで7度メジャートーナメントが開催され、全米プロは今回で5度目となる。比
較的短いコースだが、1930年代に造られたクラシックタイプコースはドッグレッグが多いため、距離よりも正確性を重視するホ
ールが多く、加えてアンジュレーションの激しいグリーンが多くの選手を悩ませるだろう。

昨年はフィル・ミケルソンが50歳でメジャー6勝目。最終日、首位からスタートしたミケルソンは、5バーディ、6ボギーの73でプ
レー。後続の追い上げを逃げ切り、2013年の全英オープン以来となるメジャー通算6勝目、全米プロでは2005年以来の
2勝目を飾った。50歳11カ月7日でのメジャー制覇は史上最年長記録。4月のマスターズに続きメジャー連覇を狙った松
山英樹は23位で大会を終えた。

全米プロゴルフ選手権は男子メジャートーナメントの1つで、全米プロゴルフ協会（PGA)が主催し、プロゴルファーのみが出
場できる大会。1916年に第1回大会が行われ、当初はマッチプレー方式で行われていた。1958年からストロークプレー方
式に変更され、優勝者には大会創設者ロッドマン・ワナメーカーの名を冠した「ロッドマン・ワナメーカートロフィー」が授与され
る。コースセッティングは選手にフェアな設定が多く、スコアの伸ばし合いが期待される。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
1日目 5/19（木）深夜2：00～翌午前9：00
2日目 5/20（金）深夜2：00～翌午前9：00
3日目 5/21（土）深夜1：00～翌午前8：00
最終日 5/22（日）深夜1：00～翌午前8：00

【海外メジャー】



ウェルズファーゴチャンピオンシップ

メキシコオープン at ヴィダンタ
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【PGAツアー】

＜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（金・祝）午前4：30～7：00
２日目 4/30（土）午前4：30～7：30
３日目 4/30（土）深夜2：00～翌午前6：30
最終日 5/1（日）深夜2：00～翌午前7：00
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

【大会概要】
■開催日：4/28（木）～5/1（日）
■場所： ヴィダンタバヤルタ（メキシコ）
■賞金総額：730万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■新規大会

メキシコ西部のプエルトバヤルタにあるヴィダンタバヤルタで行われるメ
キシコのナショナルオープン。2020年までメキシコではWGC-メキシコ
チャンピオンシップが行われていたが、今大会は新規大会として行われ
る。自国開催となるカルロス・オルティス、エイブラハム・アンサーが出場
予定。

【大会概要】
■開催日：5/5（木・祝）～5/8（日）
■場所： TPCポトマック at アヴェネルファーム（メリーランド州）
■賞金総額：900万ドル（優勝賞金：145.8万ドル）
■2021年優勝：ローリー・マキロイ（北アイルランド）

例年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
われる大会だが、今年はプレジデンツカップが行われるためコースをメ
リーランド州のTPCポトマック at アヴェネルファームに移して開催され
る。1986年開場のコースで、2017年と2018年にクイッケンローン
ズナショナルが開催された。カイル・スタンリーとフランチェスコ・モリナリ
が優勝を経験している。

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

©Getty Images



AT&Tバイロン・ネルソン
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【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：5/12（木）～5/15（日）
■場所： TPCクレイグランチ（テキサス州）
■賞金総額：910万ドル（優勝賞金：145.8万ドル）
■2021年優勝：イ・キョンフン（韓国）

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。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 5/13（金）午前5：00～8：00
２日目 5/14（土）午前5：00～7：00
３日目 5/14（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 5/15（日）深夜2：00～翌午前7：00 
（※最大延長 [３日目]午前7：30まで [最終日]午前11：00まで）

©Getty Images

チャールズ・シュワブチャレンジ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 5/27（金）午前5：00～8：00
２日目 5/28（土）午前5：00～8：00
３日目 5/28（土）深夜3：00～翌午前8：00
最終日 5/29（日）深夜2：00～翌午前7：30 
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで [最終日]午前11：00まで）

【大会概要】
■開催日：5/26（木）～5/29（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：840万ドル（優勝賞金：135万ドル）
■2021年優勝：ジェイソン・コークラック（米国）

全米プロ翌週に行われる大会。1946年に初開催され、PGAツアー
屈指の歴史を誇る。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。

©Getty Images



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。
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シーズン第11戦。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特別協賛社の変更に伴い名称を変え開催されている。福岡県福岡市にある福岡カンツリークラブ和
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。昨年は36ホールの
短期決戦となる中、大里桃子が2年9カ月ぶりの勝利を飾った。2018年にプロ合格し史上最短の23日目でツアー初勝利を挙げ
たものの2勝目は遠く、直近2大会も2位と惜敗が続いていた大里。3度目の正直で悲願の優勝をつかんだ。

【国内ツアー】

ほけんの窓口レディース

≪とことん1番ホール生中継≫
１日目 5/13（金）午前8：00～11：00
２日目 5/14（土）午前7：00～10：15
最終日 5/15（日）午前7：30～9：30
（※最大延長 [最終日]午前10：00まで）
≪ダイジェスト放送≫
２日目 5/14（土）午後11：15～深夜0：45
最終日 5/15（日）午後11：00～深夜0：30

【大会概要】
■開催日：5/13（金）～5/15（日）
■コース：福岡カンツリー倶楽部 和白コース（福岡県福岡市）
■賞金総額：1億2000万円
■2021年優勝：大里桃子

©Getty Images
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【国内ツアー】

≪ダイジェスト放送≫
３日目 5/29（日）午後1：00～2：30
最終日 5/30（月）午後9：30～11：00

リゾートトラストレディス

シーズン第13戦。今年で30回目を迎え、記念大会となる本大会の
模様をお送りする。昨年は最終日2位Tからスタートした勝みなみが
通算9アンダーで逆転優勝を成し遂げた。

【大会概要】
■開催日：5/26（木）～5/29（日）
■コース：メイプルポイントゴルフクラブ（山梨県）
■賞金総額：1億円
■2021年優勝：勝みなみ

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

≪ダイジェスト放送≫
３日目 5/14（土）午後0：45～深夜2：00
最終日 5/16（月）午後9：30～11：00

シーズン第6戦。日本ツアーとアジアンツアーによる共催で行われる大
会。1969年に「ダンロップゴルフトーナメント」としてスタートし、これま
で50回以上の開催実績を誇る。2014年から「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 パナソニックオープン」と統合され行われて
いる。昨年は最終日2打差首位からスタートした星野陸也が、5バー
ディの69でプレー。2位に4打差の通算13アンダーで圧勝した。

【大会概要】
■開催日：5/12（木）～5/15（日）
■コース：大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）
■賞金総額：1億円
■2021年優勝：星野陸也©JGTO Images

©Getty Images
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【国内ツアー】

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃２１４ 5/2（月）午後11：00～11：15
＃２１５ 5/9（月）午後11：00～11：15
＃２１６ 5/16（月）午後11：00～11：15 
＃２１７ 5/23（月）午後11：00～11：15 
＃２１８ 5/30（月）午後11：00～11：15 

今年もコロナの影響で取材体制などの規制が予想される中、番組独自の「
ぎゅっとカメラ」で撮影し、男女国内ツアーのハイライト、さらには注目選手の
プレーなどを振り返る。優勝セッティングWITB（ワッツ・イン・ザ・バッグ）の
紹介など詳しい大会結果速報を毎週お届けする。



三菱エレクトリッククラシック
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インスペリティインビテーショナル

【PGAツアーチャンピオンズ】

＜放送日時＞
１日目 5/3（火・祝）午後7：00～8：30
２日目 5/4（水・祝）午後7：00～8：30
最終日 5/4（水・祝）午後8：30～10：00 

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：4/29（金・祝）～5/1（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：230万ドル（優勝賞金：33.75万ドル）
■2021年優勝：マイク・ウェア（カナダ）

シニアメジャートーナメントのリージョンズトラディション、全米プロシニア
へと続く前哨戦。 2008年からテキサス州ザ・ウッドランズカントリーク
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。これまでベルンハ
ルト・ランガーが4度の優勝を誇る。

【大会概要】
■開催日：5/6（金）～5/8（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）
■2021年優勝：ディッキー・プライド（米国）

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。

＜放送日時＞
１日目 5/10（火）午後8：00～9：30
２日目 5/11（水）午後7：00～8：30
最終日 5/12（木）午後7：00～8：30 

©Getty Images



＜放送日時＞
１日目 5/17（火）午後8：00～9：30
２日目 5/18（水）午後5：00～6：30
３日目 5/19（木）午後5：00～6：30
最終日 5/20（金）午後5：00～6：30 

＜放送日時＞ ※予選ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 5/26（木）深夜2：00～翌午前5：00
２日目 5/27（金）深夜2：00～翌午前5：00
３日目 5/29（日）午前9：00～午後0：00
最終日 5/30（月）午後3：00～6：00
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リージョンズトラディション

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：5/12（木）～5/15（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：37.5万ドル）
■2021年優勝：アレックス・チェイカ（米国）

シニアメジャートーナメントの初戦。今年の開催コースは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。

キッチンエイド 全米プロシニアゴルフ選手権

【大会概要】
■開催日：5/26（木）～5/29（日）
■場所：ザ・ゴルフクラブ at ハーバーショアズ（ミシガン州）
■賞金総額：325万ドル（優勝賞金：58.5万ドル）
■2021年優勝：アレックス・チェイカ（米国）

シニアゴルフトーナメントとして最も歴史があり、1937年から行われて
いる大会。2013年大会では、井戸木鴻樹が日本人男子として初
めてメジャーを制覇し話題となった。今年の舞台はミシガン州ザ・ゴル
フクラブ at ハーバーショアズ。ジャック・ニクラス設計のコースでこれまで
2012年から2年ごとに全米プロシニアが開催されている。昨年はツア
ールーキーのアレックス・チェイカがリージョンズトラディションに続きシニア
―メジャー連覇を果たした。

©Getty Images



ギア猿
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＜放送日時＞
5月号
5/28（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。

【オリジナル番組】

銀座ゴルフ倶楽部 presented by テーラーメイド

＜放送日時＞
～ユーティリティをサルベージ（2）～グリーンでピタッと止まるUT大捜索
5/6（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。



稲村亜美・アンタッチャブル柴田の「ゴルフスイッチ！」

ひとりゴルフ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
上井邦裕 5/11（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月は上井邦裕がプレーする。15歳からゴルフを始め、名古屋商科
大学在学中に世界アマの日本代表に選出。2005年にプロ転向し
、2008年に初のシード権を獲得。2015年に一度シード権を喪失
するも2017年に復帰。2019年にもシード権を喪失したが、昨シー
ズン賞金ランキング28位で再びシード権を獲得した。

＜放送日時＞
＃７４ 5/2（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。



プレメンレッスン！Season4 高橋友希子メソッド
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【オリジナル番組】

今回はレッスンプロ、高橋友希子のメソッドを紹介する。
シーズン4を迎えるプレメンレッスン！。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、コースで役に立つ実践的なレッスンを中
心にお届けする。今回のコーチ、高橋友希子は美人レッスンプロとして
数多くのメディアで活躍中。男女問わずすべてのゴルファーに参考にな
るレッスンを行っている。そんな彼女のメソッドとは…。

＜放送日時＞
＃１ 5/4（水・祝）午後11：30～11：45
＃２ 5/11（水）午後11：30～11：45 
＃３ 5/18（水）午後11：30～11：45 
＃４ 5/25（水）午後11：30～11：45 



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＞
＃４２５ 5/10（火）午後10：00～10：30 
＃４２６ 5/24（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。

5月はTEAM SERIZAWAバトルロイヤルがついに決着！今年の
TEAM SERIZAWA No.1は誰だ！？



ライジングレディースゴルフTV 【MATCH11】
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

ライジングレディース心斎橋ゴルフスタジオがお送りする、真剣勝
負のスキンズマッチ！難関コース、ザ・サイプレスゴルフクラブを舞
台にシングルスで対決！【マッチ11】は2020年、2021年のプ
ロテスト合格者が登場。番組MC はベストスコア85の徳原恵
梨、ラウンド解説をプロゴルファー、岩本優が務める。

スターゴルフマッチⅢ

＜放送日時＞
＃１６ 5/10（火）午後9：30～10：00
＃１７ 5/24（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！！

＜放送日時＞
＃５ 5/3（火・祝）午後8：30～9：30



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
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【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＞
＃４９ 5/3（火・祝）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
＃２７ 5/10（火）午後10：30～11：00
＃２８ 5/24（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。



藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会

牧野裕のEnjoy Golf
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

＜放送日時＞
5/3（火・祝）午後11：00～11：30 5/10（火）午後11：00～11：30 
5/17（火）午後11：00～11：30 5/24（火）午後11：00～11：30
5/31（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。

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。

＜放送日時＞
＃７８ 5/3（火・祝）午後11：30～11：45
＃７９ 5/10（火）午後11：30～11：45
＃８０ 5/17（火）午後11：30～11：45
＃８１ 5/24（火）午後11：30～11：45
＃８２ 5/31（火）午後11：30～11：45



ゴルフ★パラダイス

橋本マナミのLeader`s GOLF
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

＜放送日時＞
＃１７８ 5/3（火・祝）深夜0：00～0：30
＃１７９ 5/10（火）深夜0：00～0：30
＃１８０ 5/17（火）深夜0：00～0：30
＃１８１ 5/24（火）深夜0：00～0：30
＃１８２ 5/31（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＞
＃１１６ 5/4（水・祝）午後11：00～11：30
＃１１７ 5/11（水）午後11：00～11：30
＃１１８ 5/18（水）午後11：00～11：30
＃１１９ 5/25（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？を紹介する。

※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

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

