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ゴルフネットワーク
２０２２年６月見どころ

今月の注目ラインアップ

Ｐｒｏｇｒａｍ Ｌｉｎｅ-ｕｐ
ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2022年5月12日

①松山英樹、渋野日向子ら出場の
海外男女メジャー２大会

「全米オープンゴルフ選手権」
「全米女子オープンゴルフ選手権」

②国内女子ツアーはビックトーナメント
を全ラウンド長時間生中継

「アース・モンダミンカップ」
「アース・モンダミンカップへの道」
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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：6/16（木）～6/19（日）
■場所：ザ・カントリークラブ（マサチューセッツ州）
■賞金総額：-ドル（優勝賞金：225万ドル）
■2021年優勝：ジョン・ラーム（スペイン）
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122回目の全米オープンゴルフ選手権はマサチューセッツ州ザ・カントリークラブで開催される。日本人選手は松山英樹と中
島啓太が出場資格を持っている。ザ・カントリークラブは1882年創設の全米最古のカントリークラブの1つ。全米ゴルフ協会
（USGA）設立時に中心となった5つのクラブのうちの1つで、全米アマチュアゴルフ選手権の第1回大会が行われたコース
でもある。

昨年はジョン・ラームが初のメジャータイトルを獲得。最終日、首位と3打差の6位でスタートしたラームは、5バーディ、1ボギ
ーの67をマーク。最終2ホールで連続バーディを決め、首位のルイ・ウーストヘイゼンを逆転し、スペイン勢として初めての全
米オープン王者に輝いた。日本勢は松山英樹、星野陸也が26位でフィニッシュした。

全米オープンゴルフ選手権は男子メジャートーナメントの1つ。全米ゴルフ協会が主催し、プロゴルファーに限らず世界中で行
われる予選会を勝ち抜いたアマチュアゴルファーも参加する。コースセッティングは非常に深いラフと狭いフェアウェイが特徴で、
近年では優勝スコアをイーブンパーと想定してコース作りがされているといわれている。メジャートーナメントの中で最も選手た
ちの忍耐力が試される大会だが、選手たちからは「あまりにアンフェアだ」とクレームが多く入る大会でもある。日本では5/23
（月）に千葉県カレドニアンゴルフクラブで最終予選が行われる。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 6/16（木）午後10：00～翌午前9：00
２日目 6/17（金）午後10：00～翌午前9：00
３日目 6/18（土）午後11：00～翌午前9：00
最終日 6/19（日）午後11：00～翌午前9：00
（※最大延長 [1～3日目]午前10：00 [最終日]午前11：00まで）

【海外メジャー】



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：6/2（木）～6/5（日）
■場所：パインニードルズロッジ＆ゴルフクラブ（ノースカロライナ州）
■賞金総額：-ドル（優勝賞金：-ドル）
■2021年優勝：笹生優花（フィリピン※現在は日本国籍）
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77回目の全米女子オープンゴルフ選手権はノースカロライナ州パインニードルズロッジ＆ゴルフクラブで開催される。日本人
選手は19名（笹生優花、畑岡奈紗、渋野日向子、古江彩佳、稲見萌寧、西郷真央、西村優菜、山下美夢有、小
祝さくら、上田桃子、堀琴音、勝みなみ、鈴木愛、濱田茉優、識西諭里、高木優奈、早川夏未、伊藤二花@、馬場咲
希@）が出場資格を持っている（4/25時点）。同コースは1928年にドナルド・ロス設計で開場した歴史あるコース。今
回で4度目の全米女子オープン開催となる（1996年、2001年、2007年）。

昨年は笹生優花が畑岡奈紗との史上初めての日本勢同士でのプレーオフを制し、メジャー初優勝を飾った。10代でのメジ
ャータイトル獲得は2007年全米女子オープンを制したパク・インビに続き史上2人目。19歳11カ月17日での優勝はパクと
並んで最年少タイ記録となった。ここまで世界ランキング、ポイントランキング共に上位にランクインしている笹生の連覇と畑
岡のメジャー制覇に期待がかかる。

全米女子オープンゴルフ選手権は女子メジャートーナメントの1つ。全米ゴルフ協会（USGA)が主催し、プロゴルファーに限
らず世界中で行われる予選会を勝ち抜いたアマチュアゴルファーも参加する。日本では4/25（月）に千葉県房総カントリ
ークラブで最終予選が行われる。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 6/2（木）深夜2：00～翌午前7：00
２日目 6/3（金）深夜2：00～翌午前7：00
３日目 6/4（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 6/5（日）深夜2：00～翌午前7：00
（※最大延長 [1～3日目]午前8：00 [最終日]午前10：30まで）

【海外メジャー】
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【国内ツアー】

アース・モンダミンカップ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 6/23（木）午前6：45～午後6：00
２日目 6/24（金）午前6：45～午後6：00
３日目 6/25（土）午前8：00～午後3：30
最終日 6/26（日）午前8：00～午後3：45
（※最大延長 [１日目～最終日]午後7：00まで）

©Getty Images

アース・モンダミンカップへの道

国内最大級のビッグトーナメント「アース・モンダミンカップ」への出場権を得る最後のチャンス… 『マンデートーナメント』。
総勢100名ほどが挑むこの戦いの中から、本戦での活躍を見据える1位合格者や、必死に食らいついたギリギリの通過者
など、本戦出場にかける選手の想いや戦いを通じて、プロの世界の光と影を映し出す。マンデートーナメントの選手たちに密
着しながら、本大会の見どころや展望を見定める。

＜放送日時＞
6/18（土）午後0：00～0：30

賞金総額3億円を誇るビッグトーナメント。千葉県袖ケ浦市にあるカメリア
ヒルズカントリークラブは、フェアウェイはフラットで広いものの、細かなアンジュ
レーションがつけられ、ボールのライに変化を与えるのが特徴。要所に設けら
れたバンカーとフェアウェイの随所に残された樹木にも要注意。全体的にど
のホールも外観がやさしく見えるので油断しがちだが、慎重に攻めないとスコ
アをまとめることが困難になる。昨年は菊地絵理香が、初日から独走で完
全優勝を成し遂げ、4年ぶりツアー4勝目を挙げた。今年はどんなドラマが
待っているのか？

【大会概要】
■開催日：6/23（木）～6/26（日）
■コース：カメリアヒルズカントリークラブ（千葉県）
■賞金総額：3億円
■2021年優勝：菊地絵理香



ザ・メモリアルトーナメント
presented by ワークデイ
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【大会概要】
■開催日：6/2（木）～6/5（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：1200万ドル（優勝賞金：167.4万ドル）
■2021年優勝：パトリック・キャントレー（米国）

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。

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 6/3（金）午前8：00～11：00 
２日目 6/4（土）午前8：00～11：00 
３日目 6/5（日）午前8：00～11：00
最終日 6/6（月）午前10：30～午後2：30

【PGAツアー】

RBCカナディアンオープン

【大会概要】
■開催日：6/9（木）～6/12（日）
■場所： セントジョージズゴルフ＆カントリークラブ（カナダ）
■賞金総額：870万ドル（優勝賞金：136.8万ドル）
■2019年優勝：ローリー・マキロイ（北アイルランド）

カナダのナショナルオープンが3年ぶりに開催される。新型コロナウイルスの影
響で2020年、2021年と大会中止が続いていた。1904年にスタートし全
米オープン、全英オープンに次ぐ歴史を誇る大会。長年PGAツアーのトップ
プロたちに飲み込まれ、自国チャンピオンが生まれていない。全米オープン
前週の開催で、メジャー優勝を狙う選手たちの最終調整の場となり、激戦
必至だ。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 6/10（金）午前4：00～7：00
２日目 6/11（土）午前4：00～7：00
３日目 6/11（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 6/12（日）深夜2：00～翌午前7：00 
（※最大延長[3日目]午前8：00 [最終日]午前10：30まで）

©Getty Images

©Getty Images



トラベラーズチャンピオンシップ
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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 6/24（金）午前4：00～6：45
２日目 6/25（土）午前4：00～7：00
３日目 6/25（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 6/26（日）深夜2：00～翌午前7：00 
（※最大延長 [3日目]午前8：00 [最終日]午前10：00まで）

【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：6/23（木）～6/26（日）
■場所： TPCリバーハイランズ（コネチカット州）
■賞金総額：830万ドル（優勝賞金：133.2万ドル）
■2021年優勝：ハリス・イングリッシュ（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

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。



すまいーだカップ シニアトーナメント
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【国内ツアー】

≪ダイジェスト放送≫
6/12（日）午後0：30～2：00

今年で5回目の開催となる本大会。舞台はイーストウッドカントリークラブ。昨年はタイのタワン・ウィラチャンが2年ぶりの日本
シニアツアー復帰初戦で完全優勝を達成。通算4勝目を挙げた。

【大会概要】
■開催日：6/2（木）～6/4（土）
■コース：イーストウッドカントリークラブ（栃木県）
■賞金総額：5000万円
■2021年優勝：タワン・ウィラチャン（タイ）
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【国内ツアー】

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃２１９ 6/6（月）午後11：00～11：15
＃２２０ 6/13（月）午後11：00～11：15
＃２２１ 6/20（月）午後11：00～11：15 
＃２２２ 6/27（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。



＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 6/28（火）午後3：00～6：00
２日目 6/28（火）午後6：30～9：30
３日目 6/29（水）午後3：00～6：00
最終日 6/29（水）午後6：30～9：30
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全米シニアオープンゴルフ選手権

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：6/23（木）～6/26（日）
■場所：ソーコンバレーカントリークラブ（ペンシルベニア州）
■賞金総額：400万ドル（優勝賞金：72万ドル）
■2021年優勝：ジム・フューリック（米国）

1980年から続く、シニアメジャートーナメント。今年の舞台はペンシルベニア州のソーコンバレーカントリークラブ。これまで
1992年と2000年の全米シニアオープン、2009年の全米女子オープンが開催された名門コースだ。優勝者にはフランシス
・ウィメットトロフィーと翌年の全米オープンへの出場権が与えられる。トロフィーの名前となっているフランシス・ウィメットは生涯
アマチュアを貫き全米アマを二度優勝した伝説のレジェンド。昨年はツアーチャンピオンズ初年度のジム・フューリックが初優勝
。2年にまたがって行われたシーズンで3勝をマークし、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いた。



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
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プリンシパルチャリティークラシック

【PGAツアーチャンピオンズ】

＜放送日時＞
１日目 6/8（水）午後5：00～6：30
２日目 6/9（木）午後7：00～8：30
最終日 6/9（木）午後8：30～10：00 

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：6/3（金）～6/5（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）
■2021年優勝：スティーブン・エイムス（カナダ）

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
コースはツアーチャンピオンズ開催コースとして最古のもの。ラフの長さ
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：6/10（金）～6/12（日）
■場所：ユニバーシティーリッジゴルフコース（ニューヨーク州）
■賞金総額：240万ドル（優勝賞金：36万ドル）
■2021年優勝：ジェリー・ケリー（米国）

2016年から開催されている大会。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。昨年はジェリー・ケリーが
連覇を果たした。

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

©Getty Images
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＜放送日時＞
#１～堀川未来夢～ 6/21（火）午後10：00～10：30 

6月から新番組がスタート！初回は堀川未来夢が登場。

出演するのはプロゴルファー1名と帯同キャディ。ポイントは、2つのボールで9ホールをラウンドし、各ショットで悪い方のボール
が採用される“ワーストボール”形式。トッププロのひとりルーク・ドナルドは、練習としてワーストボール形式での練習ラウンドを
採用しており、「実践並みの集中力、忍耐力、安定性が試される」と語っている。トッププロがワーストボール形式で9ホール
ラウンドすると一体、いくつのスコアでまわるのか！？

ナナハチ78とは…世界のゴルフ界でベストセラーになっている『ゴルフデータ革命』によるとPGAツアーの選手が「ワーストボー
ル」でプレーすると、スコアは平均78（+6）になることが由来。

【オリジナル番組】

GOLF BRAIN ナナハチ78



ギア猿
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＜放送日時＞
MCヒロミ×花田虎上
6/11（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。

6月のゲストは、花田虎上(第66代横綱・若乃花)が角界から番
組初登場！本格的なゴルフ歴は15年程度、スコアは90台というエ
ンジョイゴルファー。そして、一緒にプレーするのは、玉ノ井親方(元
大関・栃東)。明大中野高校の先輩後輩の2人、相撲の対戦戦
績は花田が8勝4敗で勝ち越しているが、果たしてゴルフの対戦戦
績は！？土俵で培ったパワーで飛ばすドライバーの飛距離は必見
、出るか300ヤード越え。そして、花田がエンジョイゴルファーに徹す
る相撲とゴルフの深い関係を語る。

【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＞
～ウェッジ&パターをサルベージ（3）～マギー登場！バンカーの苦手意識を克服しよう
6/3（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。

ゲストはモデルのマギー。ゴルフ歴1年で100切りを達成し、ゴルフ熱
高止まり中のマギーと最新ウェッジを試し打ち。華丸も唸った検証企
画「ピンまで距離のあるバンカーで最適なウェッジのロフト角選び」。マ
ギーがPWで放ったバンカーショットに一同驚愕！？ラウンドの前に見
たかった…目からウロコの60分お楽しみに！



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＞
橋添穂 6/15（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月は橋添穂が千葉県・上総モナークカントリークラブをプレーする。
2000年生まれの21歳。四姉妹の末っ子で、プロゴルファーの父・橋
添純司の影響で3歳からゴルフを始める。小学校から高校まで週3
回、父の開くジュニアスクールで研鑽を積み、2021年プロテストを5
位で合格した。今季はステップアップツアーを主戦場に、LPGAツアー
で上位を狙う。

＜放送日時＞
＃７５ 6/6（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。



ダンロップ×ゴルフネットワーク ゴルフのたすき2022
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 6/12（日）午後2：00～2：30

2017年に始まった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」。コロナ禍でゴルフを始める人が増えている
なか、既にゴルフを楽しんでいるゴルファーたちが、ゴルフ初心者のよき模
範であり世話役となるにはどうしたらよいか。ゴルフ大好き芸能人が初心
者を連れてラウンドする様子をみながらそのポイントを探っていく。番組で
はプロジェクトアンバサダーとして2008年賞金女王の古閑美保が登場
予定、マスコットキャラクターの「あなグマくん」とともにプロジェクトを盛り上
げる。

ラキールカップ 第8回日本クラブチームゴルフ選手権

＜放送日時＞
6/4（土）午後0：00～1：15

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「ラキールカップ第8回日本クラブチームゴ
ルフ選手権」。地区予選（16地区）、東日本決勝、西日本決
勝、全国決勝にて、ゴルフ仲間、ゴルフ場メンバー、企業メンバー
の4名1チーム（3名のスコアを採用）による日本一のクラブチーム
を決定する団体戦。2021年9月より地区予選が開始し、2022
年5月3日の全国決勝を通し、“ゴルフを通して仲間と挑戦する素
晴らしさ”、“団体戦の面白さ”をキーワードに日本一までの道のりと
頂点に立つ瞬間をお届けする。大会サポーターは石井忍と矢野東
が務める。



debut！
超精密設計の軽量ブランド誕生！

三ヶ島かな 25歳の現在地
～Ｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｅｄｉｔｉｏｎ～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
6/12（日）午前11：00～午後0：15

今春、「chapter 1：笑顔の理由」「chapter 2：1gの誤差」の2
部構成で放送した「三ヶ島かな 25歳の現在地」。今回は、その番組
に収まりきらなかったインタビューの模様などを加えて再構成した完全
版をお届け！

2021年の最終戦で悲願のツアー初優勝を飾り、更なる飛躍を誓う
三ヶ島かなのオフに潜入！長いシーズンを戦い抜き迎えたシーズンオ
フ。しかしオフとは名ばかりでこの間も多忙を極めるのが女子プロゴルフ
ァー。その貴重な時間に密着取材。ショッピングや料理などで束の間の
オフを堪能する25歳、等身大の女子の素顔とは？そして更なる飛躍
を誓い新シーズンへと目を向けるアスリートとしての素顔とは？肉体改
造をテーマに取り組むトレーニング、更に課題の修正などに取り組む練
習にも密着。人気プロの「オン」と「オフ」の顔に迫る！

＜放送日時＞
6/15（水）午後9：30～10：00

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！」。
世界中のプロトーナメントで圧倒的な勝利数と使用率を誇る三菱ケミカルが、Diamana、GRAND BASSARA、そしてTENSEI
シリーズの開発で培った高い技術力によって性能強化と軽量化に成功した超精密モデルを新たにリリースする。それに相応しく番組
ゲストには現役時代、その制球力の高さから〝精密機械〟の異名を持ち、中日ドラゴンズのエースとして大活躍した吉見一起を
招いてインプレッション。他の追随を許さない、研ぎ澄まされた抜群の方向性と再現性をリアル体験する。



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＞
＃４２７ 6/14（火）午後10：00～10：30
＃４２８ 6/28（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。

6月は、芹澤信雄がシェフの川越達也と10代目体操のおにいさんの佐藤弘道と対戦する！



スターゴルフマッチⅢ
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

＜放送日時＞
＃１８ 6/7（火）午後9：30～10：00
＃１９ 6/21（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！！

生田衣梨奈のVSゴルフ４

＜放送日時＞
＃１ 6/21（火）午後9：00～9：30

「モーニング娘。’22」として活動する生田衣梨奈のゴルフ番組！
自身のプロフィールにも「特技：ゴルフ／趣味：ドライバーで飛ばす
こと！！」とするほどのゴルフ好きである生田がゴルフ芸能人レジェン
ド石田純一と対決！しかしながら、さすがの生田もレジェンド石田と
のガチンコ勝負では太刀打ちができない。そこで生田にはハンデとして
強制的に石田に代わって“ゴルフ最近始めましたタレント”に代打させ
る“お邪魔カード”を使用。お邪魔達のプレーが2人の勝敗を大きく左
右するが、勝負の行方は果たして！？生田の思い切りのいいスイン
グにも注目だ。

©マッスル笑店



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

18

【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＞
＃５０ 6/7（火）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
＃２９ 6/14（火）午後10：30～11：00
＃３０ 6/28（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
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

＜放送日時＞
6/7（火）午後11：00～11：30 6/14（火）午後11：00～11：30 
6/21（火）午後11：00～11：30 6/28（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

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＞
＃８３ 6/7（火）午後11：30～11：45
＃８４ 6/14（火）午後11：30～11：45
＃８５ 6/21（火）午後11：30～11：45
＃８６ 6/28（火）午後11：30～11：45



藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

＜放送日時＞
＃１ 6/7（火）午後11：45～深夜0：00
＃２ 6/14（火）午後11：45～深夜0：00 
＃３ 6/21（火）午後11：45～深夜0：00
＃４ 6/28（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、竹原市を舞台に今注目の「ゴ
ルフツーリズム」の魅力を紹介する。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、ゴルファーでありトップインフルエンサーと
して活躍する井上莉花に加え、今回は“容姿端麗・実力も折り紙付き”
越雲みなみが新たに加わり、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。ゴルフのあとは、周辺のおススメスポットを
ご案内。三原市のリゾートコテージや竹原市のゴルフ場内に新たに建設
された宿泊施設も訪れる。ゴルフと旅の幸せなコラボをお楽しみください。

Turf＆Trip Season4
～今こそゴルフ旅！大人女子が会いに行く～

橋本マナミのLeader`s GOLF

＜放送日時＞
＃１８３ 6/7（火）深夜0：00～0：30
＃１８４ 6/14（火）深夜0：00～0：30
＃１８５ 6/28（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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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

＜放送日時＞
＃１１９ 6/8（水）午後11：00～11：30
＃１２０ 6/15（水）午後11：00～11：30
＃１２１ 6/22（水）午後11：00～11：30
＃１２２ 6/29（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/

