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ゴルフネットワーク
２０２２年９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7月25日

①2022年最後のビッグイベント
米国選抜VS世界選抜

「ザ・プレジデンツカップ」

②女王争いが激化する女子ツアー2戦をとことん生中継！

「ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント」
「住友生命 Vitalityレディス 東海クラシック」



ザ・プレジデンツカップ
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【大会概要】
■開催日：9/22（木）～9/25（日）
■場所：クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）
■2019年大会：米国選抜
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2年に1度行われる米国選抜と世界選抜の対抗戦。2021年に開催予定だったが、2020年ライダーカップが新型コロナウ
イルスの影響で順延されたことを受けて、この大会も2022年に延期となった。日本からは松山英樹が5大会連続5回目の
出場を予定している。主力としてチームをどこまで引き上げることができるか注目だ。

通算戦績は、米国選抜の11勝1分1敗と、世界選抜は大きく水をあけられる結果になっているが、2019年大会では3日
目まで2ポイントリードするなど、確実に選手たちの力の差は縮まっている。今年はシーズン3勝、全英オープンを制したキャメ
ロン・スミスとシーズン2勝の松山英樹を中心に、メジャートーナメントで優勝争いに絡んだイム・ソンジェ、ホアキン・ニーマン、
ミト・ペレイラなどがわきを固める。対する米国選抜は世界ランク1位に君臨するスコッティ・シェフラ―をはじめ、ジャスティン・ト
ーマス、パトリック・キャントレー、ザンダー・シャウフェレなど王者たちが出場予定。（7月22日時点）

今年の開催コースはノースカロライナ州の名門・クエイルホロークラブ。オーガスタナショナルのパー3コースを設計したジョージ・
コブが1961年に設計したコースは、16Hからの3ホールが「グリーンマイル」と呼ばれ、ツアー屈指の難易度を誇る。フェアウェ
イが狭く、側面には小川が流れ、池越えもある。2017年にこのコースで行われた全米プロゴルフ選手権では、日本人初の
海外メジャー制覇を目指し、2位で最終日をスタート松山英樹が同組でプレーしたジャスティン・トーマスに敗れ、悔し涙を
流した。その後に行われた2017年プレジデンツカップのシングルスでは松山が3&1で破り、見事雪辱を果たした。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 9/22（木）深夜0：30～翌午前7：00
２日目 9/23（金・祝）深夜2：00～翌午前7：00
３日目 9/24（土）午後8：30～翌午前7：00
最終日 9/25（日）深夜1：00～翌午前7：00
（※最大延長 [１日目～3日目]午前8：00 [最終日]午前10：00まで）

【対抗戦】
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【大会概要】
■開催日：9/15（木）～9/18（日）
■場所：シルバラートリゾート＆スパ（カリフォルニア州）
■賞金総額：800万ドル（優勝賞金：126万ドル）
■2021年優勝：マックス・ホーマ（米国）

2022-23年シーズン開幕戦。舞台は変わらず、カリフォルニアワインの産
地として名高いナパ、シルバラートリゾート＆スパ。細長い盆地になっている
ナパは極度の乾燥と強風が有名で、過去には大会中に800平方キロ以
上を焼く山火事が発生するほど。カリフォルニア特有の「サンタアナ風」と「悪
魔の風」と呼ばれる強く乾燥した風を攻略することがカギとなる。コースの象
徴ともなっているマンションは南北戦争を戦ったジョン・ミラー将軍の邸宅とし
て1870年代に建てられ、現在はカリフォルニア州のランドマークにもなってい
る。

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 9/16（金）午前7：00～10：00
２日目 9/17（土）午前10：30～午後1：00
３日目 9/18（日）午前10：45～午後1：45
最終日 9/19（月・祝）午前7：00～10：00
（※最大延長 [最終日]午後0：00まで）

【PGAツアー】
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フォーティネットチャンピオンシップ

サンダーソンファームズ チャンピオンシップ

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 9/30（金）午前4：30～7：30
２日目～最終日 10月放送

ツアー唯一のミシシッピ州での開催。舞台はカントリークラブ・オブ・ジャクソン
。1914年開場のプライベートコースで、狭くトリッキーなグリーンだが、ビッグ
スコアが多く出るコースでもある。昨年は最終日、2位でスタートしたサム・
バーンズが7バーディを奪い逆転優勝。4月のバルスパーチャンピオンシップ
に続きツアー2勝目を遂げた。

【大会概要】
■開催日：9/29（木）～10/2（日）
■場所：カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）
■賞金総額：790万ドル（優勝賞金：126万ドル）
■2021年優勝：サム・バーンズ（米国）

©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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【国内ツアー】
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アルペングループ創業50周年記念大会として開催するゴルフ５レディスプロゴルフトーナメント。今年は賞金総額を6000
万円から1億円へ増額され行われる。今回の舞台は、世界的に評価が高いコース設計家・デズモンド・ミュアヘッド氏によっ
て造られた「ゴルフ５カントリー オークビレッヂ。1Hは380ヤードのパー4。気持ち良く真っすぐに伸びるミドルホール。左は
OBだが、ティーショットはフェアウェイのセンター狙いがベスト。グリーンの左右には大きなバンカーが待ち受けているので、セカ
ンドショットもグリーンの中央を狙った方がいいホールである。昨年は、GOLF5カントリー四日市コースで開催され、吉田優
利と岡山絵里による大会史上9度目のプレーオフに突入。2ホール目で吉田がパーセーブし決着。ツアー2勝目を挙げた。

【大会概要】
■開催日：9/2（金）～9/4（日）
■開催コース：GOLF5カントリーオークビレッヂ（千葉県)
■賞金総額：1億円（優勝賞金：1800万円）
■2021年優勝：吉田優利

ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント

≪とことん1番ホール生中継≫
２日目 9/3（土） 午前7：45～11：15
最終日 9/4（日） 午前7：45～10：15
（※最大延長 [最終日]午前10：45まで）
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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 9/17（土）午前7：00～10：30
最終日 9/18（日）午前7：30～9：45
（※最大延長 [最終日]午前10：15まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 9/16（金）午後10：00～深夜0：00
２日目 9/17（土）午後10：00～11：30
最終日 9/18（日）午後10：00～11：15

1970年に初開催され、今年で53回目を迎える歴史ある大会。昨年から大会スポンサーが変わり、「住友生命 Vitality
レディス東海クラシック」として行われている。開催コースは愛知県の新南愛知カントリークラブ美浜コース。1Hは376ヤード
のパー4。ティーインググラウンドからグリーンまで傾斜のあるOBに注意が必要である。セカンド地点からなだらかな打ち上げと
なるためさらに難易度があがる。グリーンは大きいがセカンド地点からの打ち上げのため距離感が掴みづらくショットの精度が
必要とされる。歴代優勝者には、樋口久子や岡本綾子など名プレーヤーが名を連ねる。昨年は、西村優菜が首位と5打
差の15位から最終日をスタートし、9バーディ、ボギーフリーの63でプレー。通算10アンダーとして大逆転優勝でツアー3勝
目を挙げた。

【大会概要】
■開催日：9/16（金）～9/18（日）
■コース：新南愛知カントリークラブ美浜コース（愛知県)
■賞金総額：1億円（優勝賞金：1800万円）
■2021年優勝：西村優菜

住友生命Vitalityレディス 東海クラシック

2022朝日インテック presents ドライビング女王コンテスト

＜放送日時＞
9/18（日）午前10：15～10：45

「住友生命Vitalityレディス東海クラシック」2日目終了後、LPGAツアー唯一の公認ドライビング女王コンテストが今年も開
催される。昨年は台風の影響で中止となった。2020年大会では笹生優花が270ヤードを記録し大会3連覇を狙った穴井
詩を抑えて初優勝を飾った。
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【国内ツアー】
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【ゴルフを、もっと「オープン」に。】をテーマに2008年の初開催から、今年
で12回目を迎える大会。今年の舞台は兵庫県、小野東洋ゴルフ俱楽
部。昨年は中島啓太が史上5人目のアマチュア優勝の快挙を達成した。
最終日、首位と1打差の4位でスタートした中島は、5バーディ、1ボギー
の68でプレー。永野竜太郎とのプレーオフに競り勝った。アマチュアでのツ
アー制覇は倉本昌弘、石川遼、松山英樹、金谷拓実に続く史上5人
目。21歳3カ月1日という歴代3番目の年少優勝を成し遂げた。

≪ダイジェスト放送≫
３日目 9/24（土） 午後7：30～8：30
最終日 9/25（日） 午後10：00～深夜1：00

パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：9/22（木）～9/25（日）
■コース：小野東洋ゴルフ倶楽部（兵庫）
■賞金総額：1億円
■2021年優勝：中島啓太

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

＜放送日時＞
＃２３２ 9/5（月）午後11：00～11：15
＃２３３ 9/12（月）午後11：00～11：15
＃２３４ 9/19（月・祝）午後11：00～11：15 
＃２３５ 9/26（月）午後11：00～11：15 



ザ・アリーチャレンジ
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【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 9/1（木）午後7：00～8：30
最終日 9/1（木）午後8：30～10：00

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

©Getty Images

アセンションチャリティークラシック

【大会概要】
■開催日：9/9（金）～9/11（日）
■場所：ノーウッドヒルズカントリークラブ（ミズーリ州)
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30万ドル）
■2021年優勝：デビッド・トムズ（米国）

昨シーズン初開催された大会。ミズーリ州セントルイスのノーウッドヒルズカン
トリークラブで行われる。コースは1948年全米プロゴルフ選手権、1972年
と1973年のグレーターセントルイスゴルフクラシックを行って以来の大会開
催となる。

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 9/14（水）午後7：00～8：30
２日目 9/15（木）午後7：00～8：30
最終日 9/15（木）午後8：30～10：00



サンフォードインターナショナル
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【大会概要】
■開催日：9/16（金）～9/18（日）
■場所：ミネハハカントリークラブ（サウスダコタ州）
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：27万ドル）
■2021年優勝：ダレン・クラーク（北アイルランド）

ツアー終盤戦、チャールズ・シュワブカップのランキングにも大きな影響を及ぼ
す戦い。サウスダコタ州に本社を構えるサンフォードヘルスが冠スポンサーと
なり、大会ホストに全米オープンを2度制したアンディー・ノース、アンバサダ
ーにジャック・ニクラスを迎え開催される。開催コースはミネハハカントリークラ
ブ。1990年から2001年まではウェブドットコムツアーのダコタ・デューン・オー
プンが開催されていた。

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 9/21（水）午後7：00～8：30
２日目 9/22（木）午後7：00～8：30
最終日 9/22（木）午後8：30～10：00

【PGAツアーチャンピオンズ】

©Getty Images

©Getty Images

ピュアインシュランスチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：9/23（金）～9/25（日）
■場所：ペブルビーチゴルフリンクス（カリフォルニア州）
■賞金総額：220万ドル（優勝賞金：33万ドル）
■2021年優勝：K.J.チョイ（韓国）

風光明媚なペブルビーチゴルフリンクスが舞台の今大会。昨年はK.J.チョイ
がツアー初優勝を飾った。

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 9/28（水）午後7：00～8：30
２日目 9/29（木）午後7：00～8：30
最終日 9/29（木）午後8：30～10：00



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＞
稲森佑貴
#4 9/20（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！？

9月は、「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。さらに6月のJAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIPで4
勝目を手にした。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】

＜放送日時＞
ゲストISSA（DA PUMP）
9/19（月・祝）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。

９月はDA PUMPのISSAが登場。実の父親がプロゴルファーと
いう沖縄のゴルフ一家に育ったISSA。ベストスコアは72。ジュニ
ア時代はあの宮里兄弟と同期でプレーしていたという、その確か
な腕前に注目。同伴プレーヤーはDA PUMPのKIMIと、ツアー
ダンサーのJYUNJI。DA PUMP25周年、メインボーカルとして
走り続けてきたISSAと仲間の絆が垣間見れるゴルフの１日に
潜入する。ある大物芸人とのゴルフに遅刻して、芸能界引退を
決意した事件などエピソード満載でお届け。



ひとりゴルフ

ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～オーダーメイドクラブをサルベージ～マスダゴルフで工場見学
9/2（金）午後11：00～11：55

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。

9月はギア猿、オーダーメイドクラブをサルベージ。マスダゴルフの
新工場で、パターとウェッジつくりを見学するぞ。ゲストにタレント
のユージか登場。実は300ヤードオーバーのハードヒッターだ。

＜放送日時＞
馬場ゆかり
9/14（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。

9月は馬場ゆかりが静岡県、裾野カンツリー俱楽部をプレーする
。馬場は小学校2年生から父親の勧めでゴルフをはじめ、2002
年のプロテストに合格し、74期生で入会。2004年ヨネックスレデ
ィスで初優勝。2008年ライフガードレディスでは最終日にホール
インワンを出し、4年ぶりの優勝を果たした。2011年には日本女
子オープンで3勝目を飾った。2004年から2014年まで11年連
続で賞金シードを獲得し続けたが、2015年に右手首痛に悩ま
され、シード権を失った。現在はツアーに専念する生活に区切り
をつけ、主催者推薦の大会に出場しながら企業コンペやラウンド
レッスンのインストラクターを務めている。



内藤雄士のテクゴル

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＞
＃７８ 9/5（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。

今回は、ゲストにタレントの小島瑠璃子さんが登場。こじるりに
ゴルフのイメージはないかもしれませんが、それもそのはず、ゴルフ
歴はまだたったの半年。それでもすでに100切りするほどゴルフ
沼にハマり中。番組では、8月と9月の2回にわたって柴田さんと
こじるりのゴルフ対決や人気YouTuberショータイムこと尾崎翔
太プロのレッスン、フジクラでリシャフトコーナーなど情報満載でお
届け。こじるりのゴルフスイッチをオンします。

＜放送日時＞
＃５ 9/3（土）午後5：00～5：15
＃６ 9/10（土）午後5：00～5：15
＃７ 9/17（土）午後5：00～5：15
＃８ 9/24（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。



2022年度 第27回日本ジュニアゴルフ選手権競技
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【オリジナル番組】

プレメンレッスン！Season4 三浦辰施メソッド

＜放送日時＞
＃１ 9/7（水）午後11：30～11：45
＃２ 9/14（水）午後11：30～11：45 
＃３ 9/21（水）午後11：30～11：45 
＃４ 9/28（水）午後11：30～11：45 

今回は三浦辰施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、三浦辰施はYouTubeなどでも人気のレッスンプロ。そんな彼のメソッドとは…
。

＜放送日時＞
9/3（土）午後4：00～5：00

今年で27回目を迎える日本ゴルフ協会主催の日本ジュニアゴルフ選手権競
技の模様をダイジェストでお届け。今年は、男女15～17歳の部を2020東京
五輪が開催された霞ヶ関カンツリークラブ、男女12～14歳の部を東京ゴルフ
倶楽部と2ヵ所に分かれて行われる。過去には宮里藍やト松山英樹などトップ
で活躍する選手が多く優勝している。今後の日本ゴルフ界を担うジュニアゴル
ファーたちの熱い戦いを見逃すな。

【大会概要】
■開催日：8/17（水）～8/19（金）
■場所：男女15歳～17歳 霞ヶ関カンツリー倶楽部（埼玉県）

男女12歳～14歳 東京ゴルフ倶楽部（埼玉県）
■2021年優勝：

丸尾 怜央（男子12歳～14歳の部）
大嶋 港（男子15歳～17歳の部）
萩生田 みらん（女子12歳～14歳の部）
越田 泰羽（女子15歳～17歳の部）



ゴルフネットワーク100切り＆ベスト切り選手権2022
ベラジオ雅びCUP
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
9/3（土）午後0：00～1：00

お馴染みゴルゴ松本・佐久間馨が100切りゴルファーを熱く応援！今年もYouTuberなみきちゃんが100切りに挑む！
「スコア100を切る」ことを目標に掲げたアマチュアゴルファーが全国から参加。大いに盛り上がった大会の模様を1時間のダイ
ジェストにて放送する。100を切る喜びや達成感、そして競技ゴルフの面白さを感じてもらいたいという思いから始まったこの
「100切り選手権」も今年で14回目。さらに「ベストスコアを更新したい」という熱い想いを持つゴルファーを応援すべく、「ベス
ト切り選手権」も開催。目標達成に挑むアマチュアゴルファー達の熱闘をお見逃しなく！



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＞
＃４３３ 9/13（火）午後10：00～10：30
＃４３４ 9/27（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！

9月放送のゲストはサッカー界のレジェンドで元日本代表の福田正
博さんと大久保嘉人さんが登場。藤田寛之プロと宮本勝昌プロの
ペアに分かれてゴルフ対決。



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＞
＃７ 9/20（火）午後9：00～9：30

＜放送日時＞
＃２５ 9/13（火）午後9：30～10：00
＃２６ 9/27（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＞
＃５３ 9/6（火）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
＃３５ 9/13（火）午後10：30～11：00
＃３６ 9/27（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＞
9/6（火）午後11：00～11：30 9/13（火）午後11：00～11：30 
9/20（火）午後11：00～11：30 9/27（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃９６ 9/6（火）午後11：30～11：45 ＃９７ 9/13（火）午後11：30～11：45
＃９８ 9/27（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。



ゴルフ★パラダイス

＜放送日時＞
＃１９５ 9/6（火）深夜0：00～0：30 ＃１９６ 9/13（火）深夜0：00～0：30
＃１９７ 9/27（火）深夜0：00～0：30

橋本マナミのLeader`s GOLF
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【オリジナル番組】

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。

＜放送日時＞
＃１３２ 9/7（水）午後11：00～11：30 ＃１３３ 9/14（水）午後11：00～11：30
＃１３４ 9/21（水）午後11：00～11：30 ＃１３５ 9/28（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
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