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①2022年最後の海外メジャートーナメント
「AIG全英女子オープンゴルフ選手権」

③２週連続！とことん1番ホール生中継
「CAT Ladies」

「ニトリレディスゴルフトーナメント」

②松山英樹、年間王者へ…プレーオフシリーズがスタート
「FedExセントジュードチャンピオンシップ」

「BMWチャンピオンシップ」
「ツアーチャンピオンシップ」



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：8/4（木）～8/7（日）
■場所：ミュアフィールド（スコットランド）
■賞金総額：-ドル（優勝賞金：-ドル）
■2021年優勝：アンナ・ノードクィスト（スウェーデン）
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2022年の海外メジャートーナメント最終戦。日本人選手は2019年に優勝した渋野日向子をはじめ10人が出場資格を
保有している（6/24時点）。（渋野日向子、笹生優花、畑岡奈紗、稲見萌寧、西郷真央、山下美夢有、藤田さいき
、高橋彩華、堀琴音、橋本美月(a) ）

46回目のAIG全英女子オープンゴルフ選手権はスコットランドの名門、ミュアフィールドで初めて行われる。ミュアフィールドは
1744年開場のリンクスコースで世界最古のゴルフクラブを持つ。過去に16度の全英オープン開催実績があるが、長らく女
人禁制のポリシーを持っていたため、女子大会が開催されたことはない。2017年にクラブメンバーの投票で273年続いたポ
リシーが変更され、今回の開催に至った。

昨年はアンナ・ノードクィストがナナ・コーツ・マドセンとの18Hまでもつれる優勝争いを制し、メジャー3勝目を飾った。日本勢
は古江彩佳が20位タイ、畑岡奈紗が26位タイ、渋野日向子が34位タイ、笹生優花が39位タイで大会を終えた。

AIG全英女子選手権は女子メジャートーナメントの1つ。全英ゴルフ協会（R&A)が主催し、1976年に全英女子アマチュ
アストロークプレー選手権にプロ選手を加える形で初開催を迎え、2001年から女子メジャートーナメントに昇格した。全英
オープンとは異なり、開催コースをリンクスコースに限ることはなく、2019年に渋野日向子が優勝したウォーバーンゴルフクラブ
は内陸のコースだった。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 8/4（木）午後7：00～深夜2：00
２日目 8/5（金）午後7：00～深夜2：00
３日目 8/6（土）午後9：00～翌午前4：00
最終日 8/7（日）午後9：00～翌午前4：00
（※最大延長 [１日目/２日目]深夜3：00 [３日目]午前5：00 [最終日]午前7：00まで）

【海外メジャー】
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【大会概要】
■開催日：8/4（木）～8/7（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：730万ドル（優勝賞金：115.2万ドル）
■2021年優勝：ケビン・キズナー（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位以内を争う、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名に対し賞金を付与
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。

＜放送日時＞ ※予選ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 8/4（木）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 8/5（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 8/7（日）午前5：00～8：00
最終日 8/8（月）午前7：00～10：00
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

【PGAツアー】

FedExセントジュード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 8/12（金）午前4：00～8：00
２日目 8/13（土）午前4：00～7：30
３日目 8/13（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 8/14（日）深夜2：00～翌午前7：00
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）
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ウィンダムチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：8/11（木・祝）～8/14（日）
■場所： TPCサウスウィンド（テネシー州）
■賞金総額：1500万ドル（優勝賞金：171万ドル）
■2021年優勝：トニー・フィナウ（米国）

松山英樹が年間王者を賭けてPGAツアープレーオフシリーズ第1戦に臨む
。昨年までザ・ノーザントラストとして行われていたが、今年からFedExがタ
イトルスポンサーとなった。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。舞台はテネシー州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る。
唯一のバーディーホールと言われる14H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。



4

【大会概要】
■開催日：8/18（木）～8/21（日）
■場所：ウィルミントンカントリークラブ（デラウェア州）
■賞金総額：1500万ドル（優勝賞金：171万ドル）
■2021年優勝：パトリック・キャントレー（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 8/19（金）午前4：00～8：00
２日目 8/20（土）午前4：00～7：30
３日目 8/20（土）深夜1：00～翌午前7：00
最終日 8/21（日）深夜1：00～翌午前7：00
（※最大延長 [3日目]午前7：45 [最終日]午前10：00まで）

【PGAツアー】

ツアー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 8/25（木）深夜2：00～翌午前7：00
２日目 8/26（金）深夜2：00～翌午前7：00
３日目 8/27（土）深夜2：00～翌午前8：00
最終日 8/28（日）深夜1：00～翌午前7：00
（※最大延長 [最終日]午前10：00まで）
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BMWチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：8/25（木）～8/28（日）
■場所： イーストレイクゴルフクラブ（ジョージア州）
■賞金総額：賞金なし
■2021年優勝：パトリック・キャントレー（米国）

シーズン最終戦は、FedExカップランキング上位30名のみが出場できるエ
リートフィールド。今年も名門コース、ジョージア州イーストレイクゴルフクラブ
で行われる。2019年から、BMWチャンピオンシップまでのランキングでスト
ローク差をつけるハンディキャップ制を導入。ランキング1位は10アンダーから
のスタートとなり、この大会の優勝者が年間王者となる。昨年は前週の
BMWチャンピオンシップを制しFedExランキング1位で挑んだパトリック・キャ
ントレーが初日からトップを譲らず逃げ切り優勝。初の年間王者に輝き
1500万ドル（約16億円）のボーナスを手にした。

松山英樹が年間王者を賭けてPGAツアープレーオフシリーズ第2戦に臨む
。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
年の舞台はデラウェア州のウィルミントンカントリークラブ。1901年開場の歴
史あるコースで、デラウェア州でのPGAツアー開催は初めてとなる。昨年は
パトリック・キャントレーがブライソン・デシャンボーとの6ホールに及ぶプレーオ
フを制してシーズン3勝目を飾った。松山英樹は46位タイで大会を終え、
史上4人目の8年連続最終戦出場を決めた。



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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【国内ツアー】
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≪とことん1番ホール生中継≫
２日目 8/20（土）午前7：30～10：45
最終日 8/21（日）午前7：45～10：15
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）
≪ダイジェスト放送≫
２日目 8/20（土）午後9：00～11：00
最終日 8/21（日）午後8：30～11：30

昨年は最終日に瞬間最大風速15m/sもの荒天の中で、小祝さくらが2週連続優勝を果たし、通算6勝目をマーク。1H
は、アップヒルな少し短めのS字のロングホール。ロングヒッターは2オンも可能ながら、グリーン右サイドのブッシュは十分に警
戒が必要になる。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：8/19（金）～8/21（日）
■コース：大箱根カントリークラブ(神奈川)
■賞金総額：6000万円
■2021年優勝：小祝さくら

CAT Ladies



北海道meijiカップ
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【国内ツアー】
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【大会概要】
■開催日：８/25（木）～８/28（日）
■コース： 小樽カントリー倶楽部 （北海道）
■賞金総額：１億円
■2021年優勝：稲見萌寧

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。昨
年は、東京五輪・銀メダリストで賞金女王となった稲見萌寧が、最終日、
首位と3打差の4位からスタートし、強風で多くの選手が苦しむ中、この日
ベストスコアとなる5バーディー、ノーボギーの67でラウンド。貫禄のプレーで
見事逆転優勝を飾った。また、ニトリ所属プロの永峰咲希、岡山絵里、
小祝さくら、松田鈴英、菅沼菜々の活躍にも期待がかかる。1H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発進できるか
に注目したい。

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 8/27（土） 午前8：00～午後1：00
最終日 8/28（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：8/5（金）～8/7（日）
■コース：札幌国際カントリークラブ島松コース（北海道）
■賞金総額：-円
■2019年優勝：ぺ・ソンウ（韓国）

1978年に開催された「北海道女子オープン」をルーツに持ち、今年で42
回目を迎える本大会。2020年、2021年は東京五輪開催に伴い休止と
なり、3年ぶりの開催となる。開催コースとなる北広島市にある札幌国際カ
ントリークラブ島松コースは、1998年まで札幌とうきゅうオープンゴルフトー
ナメントが、また2000年にはサン・クロレラクラシックがそれぞれ開催されてい
た。

≪ダイジェスト放送≫
最終日 8/11（木・祝）午後4：00～5：15

ニトリレディスゴルフトーナメント

©Getty Images
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長嶋茂雄 INVITATIONAL
セガサミーカップゴルフトーナメント

≪ダイジェスト放送≫
３日目 8/20（土）深夜0：00～1：00
最終日 8/21（日）午後11：30～深夜1：00

舞台は青木功が設計・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。昨年は、最終日に首位と2打差でスタートした比嘉一貴が逆転での
ツアー2勝目を飾った。

【大会概要】
■開催日：8/18（木）～8/21（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：1億2000万円
■2021年優勝：比嘉一貴

©JGTO Images



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。

ぎゅっと週刊国内ツアー
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【国内ツアー】

＜放送日時＞
＃２２７ 8/1（月）午後11：00～11：15
＃２２８ 8/8（月）午後11：00～11：15
＃２２９ 8/15（月）午後11：00～11：15 
＃２３０ 8/22（月）午後11：00～11：15 
＃２３１ 8/29（月）午後11：00～11：15 



ショーチャリティークラシック
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【大会概要】
■開催日：8/5（金)～8/7（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：ダグ・バロン（米国）

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。カナダ人の母を持
ち、大会連覇の経験もあるスコット・マッキャロンが大会のホストを務めてい
る。

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 8/10（水）午後8：30～10：00
２日目 8/11（木・祝）午後9：00～10：30
最終日 8/12（金）午後3：30～5：00

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

©Getty Images

ボーイングクラシック

【大会概要】
■開催日：8/12（金）～8/14（日）
■場所：ザ・クラブアットスノコルミーリッジ（ワシントン州)
■賞金総額：220万ドル（優勝賞金：31.5万ドル）
■2021年優勝：ロッド・パンプリング（豪州）

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・クラブアットスノコ
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。

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 8/17（水）午後5：00～6：30
２日目 8/18（木）午後5：00～6：30
最終日 8/18（木）午後7：00～8：30



ディックススポーティンググッズオープン

11

【大会概要】
■開催日：8/19（金）～8/21（日）
■場所：エンジョイゴルフクラブ（ニューヨーク州)
■賞金総額：210万ドル（優勝賞金：30.75万ドル）
■2021年優勝：キャメロン・ベックマン（米国）

舞台はニューヨーク州エンジョイゴルフクラブ。2007年から同大会を開催している。

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 8/25（木）午後3：00～4：30
２日目 8/26（金）午後0：30～2：00
最終日 8/26（金）午後2：30～4：00

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

ザ・アリーチャレンジ

【大会概要】
■開催日：8/26（金）～8/28（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）
■2021年優勝：ジョー・デュラント（米国）

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。

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 8/31（水）午後7：30～9：00
２日目以降、9月放送予定



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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【海外トーナメント】

＜放送日時＞ ※1回戦、2回戦・3回戦生中継・全ラウンド中継
１回戦 8/11（木・祝）午前7：00～10：00
２回戦・3回戦 8/12（金）午前8：00～11：00
準々決勝 8/13（土）午前11：00～午後2：00
準決勝 8/14（日）午前11：00～午後2：00
決勝 8/15（月）午後5：00～8：00

122回目の全米女子アマチュアゴルフ選手権。舞台はワシントン州のチェ
ンバースベイゴルフコース。2015年全米オープンが開催されたコースで、当
時はグリーンのアンジュレーションについて酷評が多かったが、茶色の斑点が
目立ったグリーンはすべてポアナからフェスキュー芝に張り替えられ青々と輝
き、コース全体も荒涼としたリンクスのイメージから緑豊かな西海岸らしい趣
に変わっている。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：8/10（水)～8/14(日)
■場所：チェンバースベイゴルフコース（ワシントン州）
■2021年優勝：ジェンセン・キャッスル（米国）

＜放送日時＞ ※１回戦～準々決勝生中継・全ラウンド中継
１回戦 8/18（木）午前4：00～7：00
２回戦・3回戦 8/18（木）深夜0：00～3：00
準々決勝 8/19（金）深夜0：00～3：00
準決勝 8/21（日）午前10：45～午後1：45
決勝 8/22（月）午後5：00～8：00

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122回目のアマチュア最高峰トーナメント。
世界アマチュアランキング1位の中島啓太が出場予定。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
2018年ザ・ノーザントラストが開催されたニュージャージー州のザ・リッジ
ウッドカントリークラブ。

【大会概要】
■開催日：8/17（水)～8/21(日)
■場所：ザ・リッジウッドカントリークラブ（ニュージャージー州）
■2021年優勝：ジェームス・パイオット（米国）

©USGA_Chris Keane

©USGA_Darren Carroll
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＜放送日時＞
稲森佑貴
#３ 8/16（火）午後10：00～10：30

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！？

8月からは、「日本一曲がらない男」稲森佑貴が登場。2015年から6シーズン連続でフェアウェイキープ率1位に輝き、昨シ
ーズンは歴代最高77.63％を記録。5月の中日クラウンズでは雨の中、難関・名古屋ゴルフ倶楽部 和合コースを攻略しツ
アー3勝目を手にした。さらにナレーターは、番組のアイコンとなる俳優・松重豊が務める。

GOLF BRAIN ナナハチ78

【オリジナル番組】



銀座ゴルフ倶楽部 presented by テーラーメイド

ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
MCヒロミ×吉田沙保里・岩崎恭子
8/20（土）午後11：00～深夜0：00 

＜放送日時＞
～ゴルファー再生工場（３）～ビビる大木の貰い物クラブセットをフルリフォーム
8/6（土）午後4：00～4：55

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。

8月はギア猿、再生工場。あまりイメージはないが、ゴルフ好きと
いうビビる大木のクラブセットを検証するぞ。ヒトからの貰い物で
組んだセッティングということで、クセありそうだな。

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月のゲストは吉田沙保里さんと岩崎恭子さんの金メダリスト2
人が登場。舞台は岩崎さんの地元静岡『ファイブハンドレッドクラ
ブ』。同伴プレーヤーに潮田玲子さん、狩野舞子さんが加わり、
オリンピアン女子による豪華4サム。レスリング、水泳、バドミント
ン、バレーそれぞれの競技で頂点を極めた女子アスリートが、
同じスポーツで集まるのもゴルフならではの光景。エンジョイゴルフ
のはずがアスリートの血が騒ぐ、負けず嫌い4人のラウンドの顛末
は果たして、、、スタジオではオリンピアンならではのゴルフ事情や
エピソードが満載。



ひとりゴルフ

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＞
廣田真優
8/10（水）午後10：00～11：00

＜放送日時＞
＃７７ 8/1（月）午後11：30～深夜0：30

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月は廣田真優が静岡県、裾野カンツリー俱楽部をプレーする。
廣田は9歳でゴルフを始め、2011年全国小学生ゴルフ大会で
優勝。ゴルフ部のある杉並学院中学校に進学し、2013年世界
ジュニアゴルフ選手権に日本代表の一員として出場。その後、
2015年ジャカルタワールドジュニアカップ、2016年ブリヂストンゴ
ルフトーナメント・オブ・チャンピオンズで優勝。 2018年、LPGA
最終プロテストで4位となり初挑戦で合格。LPGA90期生。今シ
ーズンはQTランキング53位で出場中。

“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。



内藤雄士のテクゴル

ダンロップ×ゴルフネットワーク ゴルフのたすき2022

16

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃２ 8/7（日）午後5：00～5：30

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。ゴルファー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。

＜放送日時＞
＃１ 8/6（土）午後5：00～5：15
＃２ 8/13（土）午後5：00～5：15
＃３ 8/20（土）午後5：00～5：15
＃４ 8/27（土）午後5：00～5：15

「ゴルフを複雑に考え過ぎてはいませんか？」
PGA A級ティーチングプロコーチである内藤雄士のレッスン番組
が新たにスタート。プロゴルファーをはじめ、課題を抱える様々なゴ
ルファーをゲストに招き、これまで実践を試みながらも結果になか
なか結びつかなかった「ゴルフ理論」を シンプルに整理整頓。複
雑に絡み合っていたゴルフ脳を解きほぐすことで、スキルアップへと
導く。



debut!
ディアマナGTの性能を徹底検証

登別シニアオープン2022
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
8/27（土）午後3：00～4：30

＜放送日時＞
8/15（月）午後11：30～深夜0：00

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の大人気シリーズにニューモデルが登場！日本で唯
一、原料からの開発・一貫生産を可能としているシャフトメーカーならではの先進材料と開発技術によって進化した本モデル
のコンセプトは“何色にも染まらない”。トウダウンを防ぎ、球の弾道のばらつきを抑制、インパクトに向けて力強く加速するしな
やかさが向上した最新作をインプレッションする。

8月9日、10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：8/9（火）～8/10（水）
■場所：登別カントリー倶楽部（北海道）



TEAM SERIZAWA

18

【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＞
＃４３１ 8/9（火）午後10：00～10：30
＃４３２ 8/23（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！



生田衣梨奈のVSゴルフ４

スターゴルフマッチⅢ
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「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。

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃６ 8/16（火）午後9：00～9：30

＜放送日時＞
＃２２ 8/2（火）午後9：30～10：00
＃２３ 8/16（火）午後9：30～10：00
＃２４ 8/30（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！！



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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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！！

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃５２ 8/2（火）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
＃３３ 8/9（火）午後10：30～11：00
＃３４ 8/23（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

藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会
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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。

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
8/2（火）午後11：00～11：30 8/9（火）午後11：00～11：30 
8/16（火）午後11：00～11：30 8/23（火）午後11：00～11：30
8/30（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃９１ 8/2（火）午後11：30～11：45 ＃９２ 8/9（火）午後11：30～11：45
＃９３ 8/16（火）午後11：30～11：45 ＃９４ 8/23（火）午後11：30～11：45
＃９５ 8/30（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。



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
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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。

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃９ 8/2（火）午後11：45～深夜0：00 ＃１０ 8/9（火）午後11：45～深夜0：00 

＜放送日時＞
＃１９０ 8/2（火）深夜0：00～0：30 ＃１９１ 8/9（火）深夜0：00～0：30
＃１９２ 8/16（火）深夜0：00～0：30 ＃１９３ 8/23（火）深夜0：00～0：30
＃１９４ 8/30（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！？



ゴルフ★パラダイス
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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。

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１２７ 8/3（水）午後11：00～11：30 ＃１２８ 8/10（水）午後11：00～11：30
＃１２９ 8/17（水）午後11：00～11：30 ＃１３０ 8/24（水）午後11：00～11：30
＃１３１ 8/31（水）午後11：00～11：30

※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/

