2018.12
1 土

4

（3:30~）衛星生中継
二

5

7
8
9

10
11
0
1

6:30 Letʼ

s ゴルっち！ #8
s GOLF #16
7:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #23
8:00 TEAM SERIZAWA 342
8:30 2018 年度 第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
10:00 PGAツアーハイライト ▽10:15 あすゴル！ゴルフ部 #35
10:30 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #3＆4
11:00 ゴル魂 #122
11:30 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4 ▽11:45 PGAツアーハイライト
0:00 ヒーロー
二 ワールドチャレンジ
2 日目
7:00 橋本マナミの Leaderʼ

2 日

3 月

（2:00~）衛星生中継
二

ヒーロー
ワールドチャレンジ
3 日目

7:00 ゴルフ 5 創業 35 周年

ゴルファーの夢、叶えます！

8:00 2018 年ツアーの顔が集結 !!

徹底解剖！Hitachi 3Tours Championship！

9:00 ゴルフのたすき 2018 特番

「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」

10:00 ★ゴルフネットワーク選手権

RomaRo CUP 2018 決勝大会
▽11:15 PGA ツアーハイライト
11:30 EASY GOLF #159
0:00 ヒーロー
二 ワールドチャレンジ
3 日目

2
3

5

3:00 ★みんなの PGA ツアー 12 月号

4:00 ★ゴルフのたすき 2018 特番

4:00 ISPS ハンダ

徹底解剖！Hitachi 3Tours Championship！

「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」

二

7

9

メルボルン
ゴルフ
ワールドカップ
3 日目

二

二

ワールドチャレンジ
2 日目

10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #36 ▽10:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4

2
3

11:00 ★ゴルフ 5 創業 35 周年

5

0:30 ギア猿

〜コンペでサルベージ（1）〜
1:30 松山英樹を見た 7 つの証言（3）
2:00 衛星生中継
二 ヒーロー
ワールドチャレンジ
3 日目

7
8

1
2
3

6
7
8

11

PLAYBACK1 番ホール
大東建託・
いい部屋ネット
レディス
最終日

2
3

二

ファーザーサン
チャレンジ
1 日目

8:30 インフォメーション

9:00 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション
11:00 国内女子ツアー

大東建託・いい部屋ネットレディス
最終日 優勝 : 黄アルム
0:30 EASY GOLF #161
1:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17
1:30 ジャックバニージュニアゴルフツアー2018 チャンピオンシップ ファイナル
2:00 国内男子ツアー 長嶋茂雄 INVITATIONAL
セガサミーカップゴルフトーナメント 3 日目
3:00 国内男子ツアー 長嶋茂雄 INVITATIONAL
セガサミーカップゴルフトーナメント
最終日 優勝 : ブラッド・ケネディ
4:30 TEAM SERIZAWA 343
5:00 国内女子ツアー
CAT Ladies
最終日 優勝 : 大里桃子
6:30 ゴル魂 #124
7:00 ★ PNC
二 ファーザーサン
チャレンジ
1 日目

10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #38 ▽10:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2
10:30 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #33
エイミー・コガ vs 大里桃子

10:30 アマの志し

#1
〜森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 牧野裕の Enjoy Golf
0:30 あすゴル！ゴルフ部 #38 ▽0:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2
1:00 インフォメーション
1:30 国内女子ツアー
北海道 meiji カップ
1 日目
3:00 インフォメーション
3:30 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
北海道 meiji カップ
2 日目
6:30 国内女子ツアー

北海道 meiji カップ
2 日目
8:00 ★ PNC
二 ファーザーサン
チャレンジ
最終日
11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー 〜2018シーズン総集編〜

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
2:00 インフォメーション

▽11:45 ★稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18
▽0:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3
0:30 あすゴル！ゴルフ部 #38 ▽0:45 プロの教え #1
1:00 アマの志し #1
〜森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
2:00 インフォメーション

3:00 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #1＆2

0:30 2018 年度

3:30 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #3＆4

1:00 アマの志し

18 火

5:30 PNC
二

ファーザーサン
チャレンジ
最終日

8:30 インフォメーション

9:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #1＆2
9:30 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し

#2
〜京葉カントリー倶楽部（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー クラシック 1968
二 ワールドマッチプレー 優勝 :G・プレーヤー
1:00 インフォメーション
1:30 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
2:30 インフォメーション
3:00 あすゴル！ゴルフ部 #38 ▽3:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3
3:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2
4:00 インフォメーション
4:30 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
北海道 meiji カップ
最終日
▽7:15 国内女子ツアー
北海道 meiji カップ
最終日 優勝 : 福田真未
8:30 みんなの PGA ツアー 12 月号
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #11
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #24
10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18
10:30 ★ EASY GOLF #162
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #125
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #18
0:30 ゴルフのたすき 2018 特番
「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
1:30 松山英樹を見た 7 つの証言（3）
2:00 停波

3:30 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #3＆4

二ヶ国語放送 ★ 初オンエア番組

3:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #82 ▽3:15 あすゴル！ゴルフ部 #36
3:30 インフォメーション
4:00 国内女子ツアー

T ポイントレディス
ゴルフトーナメント
2 日目

7:00 国内女子ツアー

衛星生中継

3:30 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #3＆4

19 水

4:00 停波

6:00 国内男子ツアー

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 2 日目
8:00 インフォメーション
8:30 松山英樹を見た 7 つの証言（2）
9:00 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #3＆4
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #3
〜南総カントリークラブ（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー クラシック 1969
二 ワールドマッチプレー 優勝 :R・チャールズ
1:00 インフォメーション
1:30 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #1＆2
2:00 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #3＆4
2:30 インフォメーション
3:00 ゴルフネットワーク選手権
RomaRo CUP 2018 決勝大会
▽4:15 あすゴル！ゴルフ部 #38
4:30 インフォメーション
5:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18
5:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #8
6:00 TEAM SERIZAWA 343
6:30 インフォメーション
7:00 国内女子ツアー
マンシングウェアレディース
東海クラシック
1 日目
9:00 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
マンシングウェアレディース
東海クラシック
2 日目
0:00 国内女子ツアー

9:00 インフォメーション
9:30 国内男子ツアー

パナソニックオープン
ゴルフチャンピオンシップ
最終日
優勝 : ラヒル・ガンジー

0:30 みんなの PGA ツアー 12 月号
1:00 インフォメーション

1:30 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #1＆2
2:00 インフォメーション

2:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17
3:00 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #3＆4
3:30 インフォメーション
4:00 国内女子ツアー

PLAYBACK1 番ホール
アクサレディス
ゴルフトーナメント
in MIYAZAKI
1 日目

5:30 ヒーロー
二

3:30 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #3＆4

20 木

8:30 インフォメーション

9:00 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #1＆2

8:00 インフォメーション
8:30 国内男子ツアー

中日クラウンズ
2 日目

9:30 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション

#10
〜フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 ゴルフのたすき 2018 特番
「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
1:00 あすゴル！ゴルフ部 #36 ▽1:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1
1:30 インフォメーション
2:00 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
アクサレディス
ゴルフトーナメント
in MIYAZAKI
2 日目
5:30 インフォメーション
6:00 国内女子ツアー

3:00 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #1＆2
3:30 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #3＆4

21 金

11:30 インフォメーション

0:00 ゴルフネットワーク選手権

RomaRo CUP 2018 決勝大会
▽1:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1
1:30 インフォメーション
2:00 ゴル魂 #123
2:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #23
3:00 インフォメーション
3:30 国内女子ツアー
ヤマハ
レディースオープン
葛城
3 日目
6:30 インフォメーション

3:00 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #1＆2
3:30

二

QBE シュートアウト 1 日目

5:00 国内男子ツアー

5:00 イメージスイング 〜塩見好輝・時松隆光・田村尚之・小林伸太郎〜

9:30 インフォメーション

ゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 3日目
▽11:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2
0:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18
2:30 インフォメーション
3:00 ギア猿
〜コンペでサルベージ（2）〜
4:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 12月号 ▽4:15 プロの教え #2
4:30 インフォメーション
5:00 EASY GOLF #162
5:30 ゴル魂 #125
6:00 ジャックバニージュニアゴルフツアー2018 チャンピオンシップ ファイナル
6:30 インフォメーション
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #38
▽7:15 ゴルフネットワーク選手権
RomaRo CUP 2018 決勝大会
8:30 ぎゅっと週刊国内ツアー 〜 2018シーズン総集編〜
▽9:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3
9:30 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
マンシングウェアレディース
東海クラシック
最終日

5:30 Letʼ

s ゴルっち！ #11

6:00 国内女子ツアー

PLAYBACK1 番ホール
日本女子オープン
ゴルフ選手権競技
3 日目

▽8:45 国内男子ツアー
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 最終日 優勝 : 池田勇太
▽10:15 ゴルフのたすき 2018 特番
「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
▽11:15 プロの教え #4
▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #38
11:30 インフォメーション
11:30 みんなの PGA ツアー 12 月号
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18 0:00 国内男子ツアー
0:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #24
トップ杯東海クラシック
1:00 インフォメーション
3 日目
1:30 みんなの PGA ツアー 12 月号 1:30 EASY GOLF #162
2:00 インフォメーション
2:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #8
日本 vs タイ 親善対抗戦
2:30 衛星生中継
2:30 衛星生中継
二
二
アマタ
アマタ
フレンドシップカップ
フレンドシップカップ
1 日目
2 日目

the MATCH #33
エイミー・コガ vs 大里桃子

9:00 ギア猿

〜コンペでサルベージ（2）〜

7:00 ★ 杉ちゃんが行く！

2018 年特大号

8:00 ★ PGA ツアー総まとめ

タイガー・ウッズのいた夏 2018

9:00 ★ぐるなび・骨髄バンクチャリティーゴルフ大会
9:30 TEAM

SERIZAWA 343

10:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 12月号 ▽10:15 あすゴル！ゴルフ部 #38 10:00 ゴルフのたすき 2018 特番
10:30 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3 ▽10:45 プロの教え #5
11:00 アマタ
二

フレンドシップカップ
1 日目

「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」

11:00 アマタ
二

フレンドシップカップ
2 日目

0:30 国内女子ツアー マンシングウェアレディース

東海クラシック 最終日 優勝 : 香妻琴乃
▽1:45 プロの教え #3
2:00 インフォメーション

2:00 インフォメーション

2:00 インフォメーション

3:00 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #1＆2

3:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4

PLAYBACK1 番ホール
中日クラウンズ
3 日目

11:00 国内男子ツアー

1
2
3

1:00 2018 年ツアーの顔が集結 !!

徹底解剖！Hitachi 3Tours Championship！

2:00 ゴルフ 5 創業 35 周年

ゴルファーの夢、叶えます！

3:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #33
エイミー・コガ vs 大里桃子

4
5
6

3

5:00 ★ ジャックバニージュニアゴルフツアー2018 チャンピオンシップ ファイナル
5:30 あすゴル！ゴルフ部 #36 ▽5:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1
6:00 EASY

GOLF #160
6:30 ゴル魂 #123
7:00 QBE シュートアウト
二 1 日目

※最大延長 午前 8:00

s GOLF #17

7:00 国内男子ツアー

PLAYBACK1 番ホール
中日クラウンズ
最終日

5
6
7
8

3:30 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #3＆4

中日クラウンズ
最終日
優勝 :Y･E・ヤン
1:00 ギア猿
〜コンペでサルベージ（2）〜
2:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 12月号 ▽2:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1
2:30 TEAM SERIZAWA 342
3:00 国内女子ツアー
リゾートトラストレディス
2 日目
4:30 国内女子ツアー
リゾートトラストレディス
最終日 優勝 : 岡山絵里
6:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17
6:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #8
7:00 QBE シュートアウト
二 2 日目

RomaRo CUP 2018 決勝大会
▽11:45 プロの教え #13
0:00 2018 年度 第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 インフォメーション

#37
▽10:15 ★Hitachi
3Tours Championship
▽11:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1
0:00 国内シニアツアー
ノジマチャンピオンカップ
箱根シニアプロゴルフトーナメント
最終日 優勝 : グレゴリー・マイヤー
2:00 インフォメーション

3:00 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2

3:00 衛星生中継

10:30 ゴルフネットワーク選手権

3:30

二

QBE シュートアウト 2 日目

二

QBE シュートアウト 最終日

1
2
3
4

7
8
9
10
11
0

2
3

6:30 インフォメーション
7:00 国内女子ツアー

ほけんの窓口レディース 1 日目

8:00 QBE シュートアウト

最終日

24 月

11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #83 ▽11:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2
11:30 あすゴル！ゴルフ部

#37
▽11:45 ゴルフのたすき2018特番「教える人 教わる人
9ホールChallenge」▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #83
1:00 アマの志し #11
〜東富士カントリークラブ（静岡県）〜
2:00 インフォメーション

5:00 イメージスイング 〜片岡大育・永野竜太郎・塚田陽亮・竹谷佳孝〜
5:30 PGA ツアー
二

2017-18
ザ・ノーザントラスト
最終日
優勝 : ブライソン・デシャンボー

8:30 インフォメーション

9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #83 ▽9:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2

9:30 松山英樹を見た 7 つの証言（2）

10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し

#12
〜キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #1＆2
0:30 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 PGAツアー クラシック 1980ベンソン＆ヘッジス
二 インターナショナルゴルフ 青木功 vs H・アーウィン
2:30 インフォメーション
3:00 あすゴル！ゴルフ部 #37 ▽3:15 ぎゅっと週刊国内ツアー #83
3:30 みんなの PGA ツアー 12 月号
4:00 インフォメーション
4:30 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
ほけんの窓口
レディース
2 日目
▽7:15 国内女子ツアー
ほけんの窓口レディース
2 日目
▽8:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #83
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #10
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #24
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 343
10:30 ★ EASY GOLF #161
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #124
0:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #17
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #83
▽0:45 ギア猿〜コンペでサルベージ（2）〜
▽1:45 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 12月号
2:00 停波

3:00 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #3＆4

25 火

13 木

26 水

6:00 PGA ツアー

2017-18
二 デルテクノロジーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : ブライソン・デシャンボー

9:00 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し

#13
〜湘南カントリークラブ（神奈川県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー クラシック 1965
二 ワールドマッチプレー 優勝 :G・プレーヤー
1:00 インフォメーション
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17
2:00 ギア猿
〜コンペでサルベージ（2）〜
3:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 12月号 ▽3:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2
3:30 インフォメーション
4:00 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
ほけんの窓口
レディース
最終日
6:30 インフォメーション
7:00 国内女子ツアー
ほけんの窓口レディース
最終日 優勝 : 鈴木愛
8:30 あすゴル！ゴルフ部 #37 ▽8:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2
9:00 Hitachi
3Tours
Championship
10:30 国内女子ツアー
宮里藍 サントリーレディス
オープンゴルフトーナメント
2 日目
0:30 松山英樹を見た 7 つの証言（2）
1:00 アマの志し #13
〜湘南カントリークラブ（神奈川県）〜
2:00 インフォメーション
3:00 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #3＆4

27 木

14 金

15 土

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

5:00 イメージスイング 〜塩見好輝・時松隆光・田村尚之・小林伸太郎〜

5:00 イメージスイング 〜宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛〜

5:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17

5:30 PGA ツアー
二

2017-18
BMW チャンピオンシップ
最終日
優勝 : キーガン・ブラッドリー

8:30 インフォメーション

9:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #1＆2
9:30 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し

#14
〜石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー クラシック 1966
二 ワールドマッチプレー 優勝 :G・プレーヤー
1:00 インフォメーション
1:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #33
エイミー・コガ vs 大里桃子
3:30 インフォメーション
4:00 国内男子ツアー

関西オープンゴルフ選手権
3 日目
5:30 インフォメーション
6:00 国内男子ツアー
関西オープンゴルフ選手権
最終日 優勝 : 時松隆光
7:30 みんなの PGA ツアー 12 月号
8:00 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
宮里藍
サントリーレディスオープン
ゴルフトーナメント
3 日目
0:00 国内女子ツアー 宮里藍 サントリーレディス

オープンゴルフトーナメント 3 日目

1:00 あすゴル！ゴルフ部 #37 ▽1:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2

1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17
2:00 インフォメーション

3:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #1＆2
3:30 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #3＆4

28 金

5:30 PGA ツアー
二

2017-18
ツアーチャンピオンシップ
最終日
優勝 : タイガー・ウッズ

5:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #24
6:00 国内女子ツアー

PLAYBACK1 番ホール
大東建託・
いい部屋ネット
レディス
3 日目

8:30 インフォメーション

9:00 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション

#15
〜ロイヤルスターゴルフクラブ（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー クラシック 1967
二 ワールドマッチプレー 優勝 :A・パーマー
1:00 インフォメーション
1:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2
2:00 ゴル魂 #124
2:30 インフォメーション
3:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #8
3:30 EASY GOLF #161
4:00 インフォメーション
4:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #17
5:00 ゴルフネットワーク選手権
RomaRo CUP 2018 決勝大会
▽6:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2
6:30 インフォメーション
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #37 ▽7:15 プロの教え #14
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17
8:00 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
宮里藍
サントリーレディスオープン
ゴルフトーナメント
最終日
11:00 国内女子ツアー 宮里藍
サントリーレディスオープンゴルフトーナメント
最終日 優勝 : 成田美寿々
0:30 ゴルフのたすき 2018 特番
「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
1:30 松山英樹を見た 7 つの証言（1）
2:00 インフォメーション

9:30 国内女子ツアー

大東建託・
いい部屋ネット
レディス
3 日目

10:30 アマの志し

3:00 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #3＆4

29 土

〜コンペでサルベージ（2）〜
1:30 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 12月号 ▽1:45 あすゴル！ゴルフ部 #37
2:00 ゴルフのたすき 2018 特番
「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
3:00 国内女子ツアー
アース・モンダミン
カップ
1 日目

アース・モンダミン
カップ
2 日目

アース・モンダミン
カップ
3 日目

アース・モンダミンカップ
最終日 優勝 : 成田美寿々
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 インフォメーション
3:00 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #3＆4

30 日

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

5:00 イメージスイング 〜宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛〜

5:00 国内シニアツアー 第57回日本プロゴルフシニア

5:00 国内シニアツアー

5:00 国内シニアツアー

5:00 国内男子ツアー HEIWA・PGM

5:00 国内男子ツアー

5:00 イメージスイング 〜宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴〜

5:00 ゴルフ真剣勝負

5:00 プロの教え

6:00 国内女子ツアー

6:00 国内シニアツアー 第57回日本プロゴルフシニア

PLAYBACK1 番ホール
日本女子オープン
ゴルフ選手権競技
最終日

選手権大会 住友商事・サミットカップ 2日目

7:00 国内男子ツアー

PLAYBACK1 番ホール
日本オープン
ゴルフ選手権競技
3 日目

9:30 インフォメーション

10:00 国内シニアツアー

▽11:15 ぎゅっと週刊国内ツアー 〜2018シーズン総集編〜

0:00 国内男子ツアー

トップ杯東海クラシック
最終日 優勝 : アンジェロ・キュー
1:30 ゴル魂 #125
2:00 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #1＆2
日本 vs タイ 親善対抗戦
2:30 衛星生中継
二
アマタ
フレンドシップカップ
最終日

▽0:15 国内男子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
日本オープン
ゴルフ選手権競技
最終日

第 57 回
日本プロゴルフシニア選手権大会
住友商事・サミットカップ 3 日目
0:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #33
エイミー・コガ vs 大里桃子
2:00 インフォメーション

2:30 PGA ツアー総まとめ

2:00 インフォメーション

富士通レディース
最終日 優勝 : 成田美寿々
0:30 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4 ▽0:45 プロの教え #7
1:00 松山英樹を見た 7 つの証言（4）
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 インフォメーション

タイガー・ウッズのいた夏 2018
3:30 インフォメーション
4:00 あすゴル！ゴルフ部 #39 ▽4:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4
4:30 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #1＆2
5:00 インフォメーション
5:30 ゴルフのたすき 2018 特番
「教える人 教わる人 9ホールChallenge」
6:30 インフォメーション
7:00 ギア猿
〜コンペでサルベージ（2）〜
8:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 12 月号
▽8:15 ぎゅっと週刊国内ツアー 〜2018シーズン総集編〜
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #12
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #25
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 344
10:30 ★ EASY GOLF #163
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #126
0:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #18
0:30 松山英樹を見た 7 つの証言（2）
1:00 あすゴル！ゴルフ部 #39 ▽1:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4
1:30 プロの教え #8 ▽1:45 ゴルフの景色〜オークビレッヂ〜
2:00 インフォメーション

3:00 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #1＆2

※最大延長 午後 8:30

6:30 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3 ▽6:45 プロの教え #6
7:00 2018 年度

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
8:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18
9:00 杉ちゃんが行く！
2018 年特大号
10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #39 ▽10:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3
10:30 みんなの PGA ツアー 12 月号
11:00 アマタ
二 フレンドシップカップ
最終日

3:30 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #3＆4

5:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18
6:00 ゴルフネットワーク選手権

RomaRo CUP 2018 決勝大会
▽7:15 あすゴル！ゴルフ部 #39
7:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #33
エイミー・コガ vs 大里桃子
9:30 ジャックバニージュニアゴルフツアー2018 チャンピオンシップ ファイナル

10:00 国内女子ツアー

富士通レディース 2 日目

11:00 国内女子ツアー

3:30 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #3＆4

3:30 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #3＆4

PLAYBACK1 番ホール
第 57 回
日本プロゴルフシニア選手権大会
住友商事・サミットカップ
最終日

9:00 インフォメーション
9:30 国内シニアツアー

第 57 回日本プロゴルフシニア選手権大会
住友商事・サミットカップ
最終日 優勝 : 米山剛
11:30 インフォメーション
0:00 プレメンレッスン2！〜井上透編〜 #1＆2
0:30 プレメンレッスン2！〜井上透編〜 #3＆4
1:00 松山英樹を見た 7 つの証言（1）
1:30 インフォメーション
2:00 杉ちゃんが行く！
2018 年特大号
3:00 インフォメーション
3:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18
4:00 ぐるなび・骨髄バンクチャリティーゴルフ大会
4:30 インフォメーション
5:00 ギア猿
〜コンペでサルベージ（2）〜
6:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 12月号 ▽6:15 プロの教え #9
6:30 インフォメーション
7:00 アマタ
二 フレンドシップカップ
1 日目

CHAMPIONSHIP 1 日目

カシオワールドオープン
ゴルフトーナメント
2 日目
CHAMPIONSHIP 2 日目
7:00 国内男子ツアー
7:00 国内男子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
PLAYBACK1 番ホール
HEIWA・PGM
カシオワールドオープン
CHAMPIONSHIP
ゴルフトーナメント
3 日目
3 日目
▽9:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4
▽9:45 プロの教え #10
10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション
10:30 国内男子ツアー
10:30 国内男子ツアー
カシオワールドオープン
HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP
ゴルフトーナメント
3 日目
3 日目
0:30 EASY GOLF #163 0:30 Letʼ s ゴルっち！ #12
1:00 インフォメーション
1:00 インフォメーション
1:30 国内男子ツアー
1:30 国内男子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
PLAYBACK1 番ホール
HEIWA・PGM
カシオワールドオープン
CHAMPIONSHIP
ゴルフトーナメント
最終日
最終日
▽4:15 国内男子ツアー
▽4:15 インフォメーション
HEIWA・PGM
▽4:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4
CHAMPIONSHIP 5:00 国内男子ツアー
最終日
カシオワールドオープン
▽6:15 あすゴル！ゴルフ部 #39
ゴルフトーナメント 最終日
6:30 インフォメーション
6:30 インフォメーション
7:00 アマタ
7:00 アマタ
二 フレンドシップカップ
二 フレンドシップカップ
2 日目
最終日
6:00 国内男子ツアー HEIWA・PGM

10:00 あすゴル！ゴルフ部 #39 ▽10:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4 10:00 国内女子ツアー 伊藤園レディス 10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18
10:30 国内女子ツアー 樋口久子

三菱電機レディスゴルフトーナメント 2日目
11:30 国内女子ツアー 樋口久子
三菱電機レディスゴルフトーナメント
最終日 優勝 : ささきしょうこ
1:00 アマの志し #4
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜
2:00 インフォメーション
3:00 プレメンレッスン2！〜井上透編〜 #1＆2
3:30 プレメンレッスン2！〜井上透編〜 #3＆4

ゴルフトーナメント 2 日目

10:30 TEAM SERIZAWA 344

伊藤園レディス
ゴルフトーナメント 最終日
0:30 松山英樹を見た 7 つの証言（3）
1:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #8
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18
2:00 インフォメーション

11:30 あすゴル！ゴルフ部 #39 ▽11:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4

11:00 国内女子ツアー

3:00 プレメンレッスン2！〜江連忠編〜 #1＆2
3:30 プレメンレッスン2！〜江連忠編〜 #3＆4

5:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18

欧州
二 ライダーカップ
1 日目（フォアボール）

the MATCH #33
エイミー・コガ vs 大里桃子

6:00 米国

7:00 ゴルフのたすき 2018 特番

「教える人 教わる人 9ホールChallenge」

8:00 海外男子メジャー
二

9:00 米国

欧州
二 ライダーカップ
1 日目（フォアサム）

全米オープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝 : ブルックス・ケプカ

11:00 PINGフライデー みんなで目指せ！50 切り
0:00 PGA ツアー総まとめ

タイガー・ウッズのいた夏 2018
欧州
二 ライダーカップ
2 日目（フォアボール）

11:30 ぐるなび・骨髄バンクチャリティーゴルフ大会
0:00 海外男子メジャー
二

1:00 米国

全英オープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝 : フランチェスコ・モリナリ

3:00 杉ちゃんが行く！
4:00 米国

欧州
二 ライダーカップ
2 日目（フォアサム）

7:00 ★ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018
7:30 ゴル魂

#126
欧州
二 ライダーカップ
最終日（シングルス）
優勝 : 欧州選抜

8:00 米国

2018 年特大号

4:00 海外男子メジャー
二

全米プロ
ゴルフ選手権
最終日
優勝 : ブルックス・ケプカ

7:00 海外女子メジャー
二

全英リコー女子オープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝 : ジョージア・ホール

10:00 ★あすゴル！ゴルフ部 #40

2:00 インフォメーション

▽10:15 ゴルフネットワーク選手権
RomaRo CUP 2018 決勝大会
11:30 EASY GOLF #163
3Tours
0:00 TEAM SERIZAWA 344
Championship
0:30 あすゴル！ゴルフ部 #39 0:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#18
▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー 〜2018シーズン総集編〜 1:00 PGA ツアー総まとめ
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
タイガー・ウッズのいた夏 2018
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション

3:00 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #1＆2

11:00 ★ PINGフライデー みんなで目指せ！50切り 11:00 Hitachi
0:00 杉ちゃんが行く！

2018 年特大号

1:00 ジャックバニージュニアゴルフツアー2018 チャンピオンシップ ファイナル
1:30 みんなの PGA ツアー 12 月号

3:30 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3＆4

3:30 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #3＆4

8
9
10
11

1
2
3
4

6
7

9
10

3:00 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #3＆4

0
1
2
3

31 月

4:00 インフォメーション

PLAYBACK1 番ホール
第 57 回
日本プロゴルフシニア選手権大会
住友商事・サミットカップ
3 日目

7

11
0:00 国内女子ツアー

4:00 インフォメーション

選手権大会 住友商事・サミットカップ 1日目

6

8
9:00 国内女子ツアー

4:00 インフォメーション

s GOLF #18

5

5
6:00 国内女子ツアー

4:00 インフォメーション

5:30 橋本マナミの Leaderʼ

4

0

0:30 ギア猿

4:00 インフォメーション

10

0

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
8:00 インフォメーション
8:30 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #1＆2
9:00 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #3＆4
9:30 インフォメーション
10:00 あすゴル！ゴルフ部 #37 ▽10:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1
10:30 アマの志し #11
〜東富士カントリークラブ（静岡県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 牧野裕の Enjoy Golf
0:30 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 EASY GOLF #160
2:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17
2:30 インフォメーション
3:00 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
ほけんの窓口
レディース
1 日目

12 水

4:00 停波

4:00 インフォメーション

9

11

6:30 2018 年度

10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17 10:00 ★あすゴル！ゴルフ部

23 日

4

QBE シュートアウト
最終日

6:00 松山英樹を見た 7 つの証言（4）

二

1

3:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #3＆4

二

11:00 国内男子ツアー

中日クラウンズ
3 日目

0

6
7:00 ゴルフ真剣勝負

6:30 橋本マナミの Leaderʼ

7:00 国内男子ツアー

5

マンシングウェアレディース
東海クラシック 2 日目
1:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #3＆4
2:00 インフォメーション
3:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #3＆4

11

22 土

5:00 イメージスイング 〜片岡大育・永野竜太郎・塚田陽亮・竹谷佳孝〜

10:00 国内男子ツアー アジアパシフィックオープン

s ゴルっち！ #9

QBE シュートアウト
2 日目

9

7
ヤマハ
レディースオープン
8
葛城
最終日
9
優勝 : アン ソンジュ
10:00 2018 年ツアーの顔が集結 !!
10
徹底解剖！Hitachi 3Tours Championship！
11:00 ★ギア猿
11
〜コンペでサルベージ（2）〜
0:00 ★ ギア猿のおまけ ファンコンペ編 12月号 ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #36
0
0:30 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
1
1:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2
2:00 インフォメーション
2

4:00 インフォメーション

PLAYBACK1 番ホール
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
最終日

6:30 Letʼ

8

7:00 国内女子ツアー

4:00 インフォメーション

PLAYBACK1 番ホール
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
3 日目

6

二

10

10:30 アマの志し

4:00 インフォメーション

5:30 国内男子ツアー

5

7

アクサレディスゴルフトーナメント
in MIYAZAKI 2 日目
7:30 国内女子ツアー アクサレディス 7:30 2018 年ツアーの顔が集結 !!
ゴルフトーナメント in MIYAZAKI 1 日目
徹底解剖！Hitachi 3Tours Championship！
8:30 あすゴル！ゴルフ部 #36 ▽8:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1 8:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17
9:00 ★ゴルフ真剣勝負
9:00 国内女子ツアー
the MATCH #33
PLAYBACK1 番ホール
エイミー・コガ vs 大里桃子
アクサレディス
ゴルフトーナメント
11:00 2018 年ツアーの顔が集結 !!
in MIYAZAKI
最終日
徹底解剖！Hitachi 3Tours Championship！
▽11:45 国内女子ツアー アクサレディスゴルフトーナメント
0:00 TEAM SERIZAWA 342
in MIYAZAKI 最終日 優勝 :フェービー・ヤオ
0:30 2018 年度 第 60 回
1:00 ギア猿
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
〜コンペでサルベージ（1）〜
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
3:00 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #1＆2

中日クラウンズ
1 日目

ワールドチャレンジ
最終日

QBE シュートアウト
1 日目

11 火

4:00 インフォメーション

（3:00~）衛星生中継

#11
▽5:15 ぎゅっと週刊国内ツアー 〜2018シーズン総集編〜
6:00 みんなの PGA ツアー 12 月号
6:30 ゴル魂 #126
7:00 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018
7:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #18
8:00 インフォメーション
8:30 牧野裕の Enjoy Golf
9:00 PINGフライデー みんなで目指せ！50 切り
9:30 インフォメーション
10:00 ギア猿
〜アメリカ PGA ショー 2018 を
サルベージ（1）〜
11:30 ギア猿
〜アメリカPGAショー2018をサルベージ（2）〜
0:30 ギア猿
〜ウェッジをサルベージ〜
1:30 インフォメーション
2:00 あすゴル！ゴルフ部 #40 ▽2:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4
2:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #25
3:00 ギア猿
〜フェアウェイウッドをサルベージ！〜
4:00 ギア猿
〜ユーティリティをサルベージ！〜
5:00 ギア猿
〜グリップ＆小物をサルベージ！〜
6:00 ギア猿
〜練習器具をサルベージ！〜
7:00 PGA ツアー総まとめ
タイガー・ウッズのいた夏 2018
8:00 ギア猿
〜ラウンドしながらサルベージ（1）〜
9:00 ギア猿
〜ラウンドしながらサルベージ（2）〜
10:00 ギア猿
〜コンペでサルベージ（1）〜
11:00 ギア猿
〜コンペでサルベージ（2）〜
0:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 12月号 ▽0:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4
0:30 松山英樹を見た 7 つの証言（1）
1:00 杉ちゃんが行く！
2018 年特大号
2:00 インフォメーション
3:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #1＆2
3:30 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #3＆4

4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2

夜

夜

1

5:30 PNC

パナソニックオープン
ゴルフチャンピオンシップ
3 日目
11:30 インフォメーション
0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #82 ▽0:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1
0:30 国内女子ツアー
T ポイントレディス
ゴルフトーナメント
1 日目

PLAYBACK1 番ホール
パナソニックオープン
ゴルフチャンピオンシップ
最終日

二

10 月

（3:30~）衛星生中継

深

深

0

0:30 プロの教え #12 ▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #82

5:00 イメージスイング 〜武藤俊憲・矢野東・深堀圭一郎・重永亜斗夢〜

9
10

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #36

5:00 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

s ゴルっち！ #10

9:30 国内男子ツアー

3:00 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #1＆2

11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17

5:00 イメージスイング 〜宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴〜
6:00 国内女子ツアー

9:00 インフォメーション

3:00 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #1＆2

11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #82 ▽11:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1

4:00 インフォメーション

5:30 Letʼ

PLAYBACK1 番ホール
パナソニックオープン
ゴルフチャンピオンシップ
3 日目

#9
〜清川カントリークラブ（神奈川県）〜
2:00 インフォメーション

10:30 みんなの PGA ツアー 12 月号

3:30 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #3＆4

17 月

5:00 国内男子ツアー

9 日

（3:30~）衛星生中継

ニュース・レッスン・情報番組

後

後

5

ヒーロー
ワールドチャレンジ
最終日

5:00 イメージスイング 〜武藤俊憲・矢野東・深堀圭一郎・重永亜斗夢〜

8 土

4

その他の競技

午

午

4

二

5:00 国内男子ツアー

T ポイントレディス ゴルフトーナメント
最終日 優勝 : 鈴木愛
8:30 PGAツアーハイライト ▽8:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #82
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #9
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #23
10:00 ★ 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #8
10:30 ★ EASY GOLF #160
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #123
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #17
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #82 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#17
1:30 松山英樹を見た 7 つの証言（3）
2:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

10

0

1:00 衛星生中継

5:00 国内男子ツアー

二

4:00 インフォメーション

9

11

0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プロの教え #9

7 金

4:00 インフォメーション

国内ツアー

午 前

午 前

6

the MATCH #32
小田孔明 vs 秋吉翔太

ゴルファーの夢、叶えます！

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4

16 日

4

10:30 ゴルフ真剣勝負

6 木

4:00 インフォメーション

PGAツアー チャンピオンズ

夜

夜

1

ワールドチャレンジ
3 日目

5 水

4:00 インフォメーション

PGAツアークラシック

PGAツアー

深

深

0

メルボルン
ゴルフ
ワールドカップ
最終日

7:00 ヒーロー

8:00 ヒーロー

10
11

二

5:00 ISPS ハンダ

6

8

3:30 PGAツアーハイライト ▽3:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4

ヒーロー
ワールドチャレンジ
最終日 ※最大延長 午前 8:00
6:00 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
7:00 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2
7:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #3＆4
8:00 インフォメーション
8:30 松山英樹を見た 7 つの証言（1）
9:00 アマの志し #9
〜清川カントリークラブ（神奈川県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #1＆2
11:00 プロの教え #10 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #36
11:30 インフォメーション
0:00 牧野裕の Enjoy Golf
0:30 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プロの教え #11
2:00 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #1＆2
2:30 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #3＆4
3:00 インフォメーション
3:30 国内女子ツアー ダイキンオーキッド
レディスゴルフトーナメント 2 日目
4:30 国内女子ツアー ダイキンオーキッド
レディスゴルフトーナメント 3 日目
5:30 インフォメーション
6:00 国内女子ツアー
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
最終日 優勝 : イ ミニョン
7:30 ヒーロー
二 ワールドチャレンジ
最終日

4 火

4:00 インフォメーション

特集・おすすめ番組

海外メジャー

午 後

午 後

4

3:00 ★ 2018 年ツアーの顔が集結 !!

（1:00~）衛星生中継

国別・地域別対抗戦

午 前

午 前

6

ヒーロー
ワールドチャレンジ
2 日目

番 組 表

3

※
「PGAツアーハイライト」は番組を変更して放送する場合がありますのでご了承ください。 ※都合により、番組タイトル、番組内容および放送日時が変更になることがありますのでご了承ください。

