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4:00 インフォメーション

5:00 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

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〜

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〜

5:00 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 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 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

5:30 PGA ツアー

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
6:30 PGA ツアー 2017-18
二 セントリートーナメント
オブ チャンピオンズ
3 日目 後半
8:30 ★ YAMAHA PRESENTS「賞金王誕生物語」 8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
お正月特集 the MATCH 一挙放送
9:00 ゴルフ真剣勝負
9:00 ゴルフ真剣勝負
9:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #22
the MATCH #26
the MATCH #30
今田竜二 vs 貞方章男
吉川桃 vs 植竹希望
キム ヒョンソン vs ソン ヨンハン
11:00 ゴルフ真剣勝負
11:00 ゴルフ真剣勝負
11:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #23
the MATCH #27
the MATCH #31
勝みなみ vs 新垣比菜
加瀬秀樹 vs 高見和宏
テレサ・ルー vs 宮里美香
二

2017-18
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
1 日目

1:00 あすゴル！ゴルフ部 #40 ▽1:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1
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1:30 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018

6
7
8

1:30 TEAM SERIZAWA 344
1:30 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #1＆2
お正月特集 the MATCH 一挙放送
2:00 ゴルフ真剣勝負
2:00 ゴルフ真剣勝負
2:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #24
the MATCH #28
the MATCH #32
高山忠洋 vs 宮里聖志
小田孔明 vs 秋吉翔太
川崎志穂 vs 立浦葉由乃
4:00 ゴルフ真剣勝負
4:00 ゴルフ真剣勝負
4:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #25
the MATCH #29
the MATCH #33
井戸木鴻樹 vs 平石武則
坂下莉翔子 vs 三宅百佳
エイミー・コガ vs 大里桃子
6:00 ぐるなび・骨髄バンクチャリティーゴルフ大会

6:00 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #1＆2

6:00 YAMAHA PRESENTS「賞金王誕生物語」

7:00 ★ 決戦！ vs 石川遼

7:00 PGA ツアー総まとめ

7:00 あすゴル！ゴルフ部 #40 ▽7:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2

6:30 PINGフライデー みんなで目指せ！50 切り

タイガー・ウッズのいた夏 2018

8:00 杉ちゃんが行く！2018 年特大号

9:00 ★ Letʼ

9:00 ★ゴルフ真剣勝負

〜 2019 新春特別編〜
s ゴルっち！ #13
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #25
10:00 ★ 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
10:30 ★ EASY GOLF #164
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #127
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #19
0:30 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #1＆2
1:00 あすゴル！ゴルフ部 #40 ▽1:15 ゴルフの景色 〜京葉CC〜
1:30 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜
2:00 インフォメーション

4:00 アマの志し

#13
〜湘南カントリークラブ（神奈川県）〜
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 ソニーオープン
イン ハワイ
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

#7
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
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 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 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19
3:30 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2 ▽3:45 ゴルフの景色 〜カーヌスティGL〜
4:00 インフォメーション
4:30 ゴルフのたすき 2018 特番
「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
5:30 TEAM SERIZAWA 345
6:00 PINGフライデー みんなで目指せ！50 切り
6:30 インフォメーション
7:00 PGA ツアー
二 ソニーオープン
イン ハワイ
最終日
10:00 ゴルフのたすき 2018 特番

3:00 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #1＆2

11:30 ゴルフのたすき 2018 特番

3:30 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #3＆4

17 木

3:30 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #3＆4

18 金

0:00 ぐるなび・骨髄バンクチャリティーゴルフ大会
0:30 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018

5:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #1＆2
6:00 Letʼ

s ゴルっち！ #13
6:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #19
7:00 松山英樹を見た証言
〜 2019 新春特別編〜
8:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
2 日目
0:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

1:00 インフォメーション

1:30 あすゴル！ゴルフ部 #40 ▽1:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1
2:00 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #1＆2

6:00 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #1＆2

GOLF #164
2:30 PINGフライデー みんなで目指せ！50 切り
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 あすゴル！ゴルフ部 #40
3:30 YAMAHA PRESENTS「賞金王誕生物語」
4:00 米国 欧州
二 2018
ライダーカップ
最終日（シングルス）
優勝 : 欧州選抜

7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3

7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4

8:00 PGA ツアー

8:00 PGA ツアー

2:30 インフォメーション

3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2
3:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
4:00 インフォメーション

4:30 PINGフライデー みんなで目指せ！50 切り
5:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #25
5:30 ゴル魂

#127

6:30 インフォメーション

7:30 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #3＆4
二

セントリートーナメント
オブ チャンピオンズ
1 日目

2:00 EASY

7:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #3＆4
二

セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
2 日目

11:00 ★ ギア猿〜みんなのお悩みサルベージ！〜 11:00 PGA ツアー総まとめ

▽11:55★ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 ゴルフの景色 〜ココビーチG＆CC〜
0:30 アマの志し #6
〜成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）〜
1:30 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〜
2:00 インフォメーション

タイガー・ウッズのいた夏 2018
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 ゴルフの景色 〜森林公園GC〜
0:30 アマの志し #7
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
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〜武市悦宏編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #1＆2

3:30 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #3＆4

19 土

3:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #3＆4

20 日

5:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
二 衛星生中継
6:30 ゴルフのたすき 2018 特番
セントリートーナメント
「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
7:30 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018
オブ
8:00 PGA ツアー
チャンピオンズ
二 衛星生中継
3 日目
セントリートーナメント
※最大延長 午前 11:00
オブ
10:00 アマの志し #1
チャンピオンズ
最終日
〜森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
11:00 松山英樹を見た証言
※最大延長 午後 1:30
〜 2019 新春特別編〜
0:00 ★みんなの PGA ツアー 1 月号 0:00 2018 年度 第 60 回
0:30 ギア猿〜みんなのお悩みサルベージ！〜
日本女子アマチュア
▽1:25 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
ゴルフ選手権競技
1:30 杉ちゃんが行く！2018 年特大号 1:30 インフォメーション
ゲスト : 畑岡奈紗・星野陸也 2:00 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #1＆2
2:30 ゴル魂 #127
2:30 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #3＆4
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3 3:00 インフォメーション
3:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4 3:30 ギア猿〜みんなのお悩みサルベージ！〜
4:00 ゴルフのたすき 2018 特番
▽4:25 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」 4:30 インフォメーション
5:00 決戦！ vs 石川遼
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #41
5:30 牧野裕の Enjoy Golf
6:00 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #1 ▽6:15 PGAツアーハイライト 6:00 EASY GOLF #164
6:30 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018 6:30 インフォメーション
7:00 PGA ツアー
7:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #1＆2
二 セントリートーナメント
7:30 PGA ツアー
二 セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
オブ
3 日目
チャンピオンズ
最終日
10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #41 ▽10:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #4
10:30 2018 年度 第 60 回
10:30 みんなの PGA ツアー 1 月号
11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 ★プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1
日本女子アマチュア
11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19
ゴルフ選手権競技
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 ゴルフの景色 〜オークビレッヂ〜 0:00 アマの志し #9
0:30 アマの志し #8
〜清川カントリークラブ（神奈川県）〜
〜富士箱根カントリークラブ（静岡県）〜 1:00 アマの志し #10
1:30 イメージスイング 〜宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴〜
〜フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）〜
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
6:00 PGA ツアー

3:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4

21 月

5:30 2018 年度

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〜吉田洋一郎編〜 #3＆4

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

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 PGA ツアー

5:00 PGA ツアー

5:00 PGA ツアー

5:00 PGA ツアー

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〜

二

2017-18
キャリアビルダーチャレンジ
最終日
優勝 : ジョン・ラーム

8:30 インフォメーション
9:00 Taku Miyamoto

RANGE ROVER ▽9:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2
9:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19
10:00 国内男子ツアー
二 衛星生中継
SMBC
シンガポール
オープン
1 日目 前半

二

衛星生中継
デザートクラシック
1 日目

9:00 決戦！ vs 石川遼
10:00 インフォメーション

10:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #26

11:00 あすゴル！ゴルフ部 #42 ▽11:15 PGAツアーハイライト
11:30 インフォメーション
0:00 国内男子ツアー

3:00 インフォメーション

衛星生中継
SMBC シンガポールオープン
2 日目 前半
2:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

4:00 国内男子ツアー

4:00 国内男子ツアー

2:00 松山英樹を見た証言

〜 2019 新春特別編〜

3:30 EASY

GOLF #166

衛星生中継
SMBC
シンガポール
オープン
1 日目 後半
7:00 みんなの PGA ツアー 1 月号
7:30 あすゴル！ゴルフ部 #42 ▽7:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2
8:00 国内男子ツアー
二 SMBC
シンガポール
オープン
1 日目 前半
二

二

衛星生中継
SMBC
シンガポール
オープン
2 日目 後半
7:00 YAMAHA PRESENTS「賞金王誕生物語」
7:30 PGAツアーハイライト ▽7:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2
8:00 PGA ツアー
二 デザートクラシック
1 日目
二

二

9:00 松山英樹を見た証言

〜 2019 新春特別編〜

▽10:45 ギア猿
〜みんなのお悩みサルベージ！〜
▽11:40 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747 ▽11:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #42
0:30 ゴル魂 #129
1:00 国内男子ツアー
二 SMBC
シンガポールオープン
2 日目 前半
3:00 国内男子ツアー
二 SMBC
シンガポール
オープン
2 日目 後半
6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #2

6:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
7:00 PGA ツアー
二

二

SMBC
シンガポール
オープン
1 日目 後半

デザートクラシック
2 日目

11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2
0:00 アマの志し

衛星生中継
デザートクラシック
3 日目

※最大延長 午前 9:30

9:00 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1＆#2
9:30 橋本マナミの Leaderʼ

s GOLF #21

ゲスト : 畑岡奈紗・星野陸也
GOLF #166
11:30 TEAM SERIZAWA 345
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2
0:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #1＆2
1:00 国内男子ツアー
二 SMBC
シンガポール
オープン
3 日目
11:00 EASY

4:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19

4:30 PGAツアーハイライト ▽4:45 ゴルフの景色 〜カーヌスティGL〜

5:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2

5:30 PINGフライデー みんなで目指せ！50 切り
6:00 PGA ツアー
二

デザートクラシック
3 日目

二

衛星生中継
デザートクラシック
最終日

※最大延長 午前 11:00

9:00 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #1＆2
9:30 インフォメーション

SMBC
シンガポール
オープン
3 日目

#5
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
11:00 インフォメーション
11:30 牧野裕の Enjoy Golf
0:00「ザ・シンギュラリティ」〜人間対AI 天下分け目のゴルフ対決〜
▽0:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2
1:00 インフォメーション
1:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #3＆4
2:00 アマの志し #3
〜南総カントリークラブ（千葉県）〜
3:00 インフォメーション
3:30 PGAツアーハイライト ▽3:45 あすゴル！ゴルフ部 #43
4:00 ゴル魂 #129
4:30 インフォメーション
5:00 国内男子ツアー
二 SMBC
シンガポール
オープン
最終日
8:00 PGA ツアー

9:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #43 ▽9:15 Taku Miyamoto

10:00 ★ 国内男子ツアー
11:00 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #3＆4

二

10:00 ★「ザ・シンギュラリティ」〜人間対AI 天下分け目のゴルフ対決〜 10:00 杉ちゃんが行く！2018 年特大号 10:00 アマの志し

二

11:00 国内男子ツアー

衛星生中継
デザートクラシック
2 日目

RANGE ROVER
9:30 YAMAHA PRESENTS「賞金王誕生物語」
10:00 ★ 国内男子ツアー
二 SMBC
シンガポール
オープン
最終日

二

デザートクラシック
最終日

11:00 あすゴル！ゴルフ部 #43 ▽11:15 ★プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3
11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 ゴルフの景色 〜森林公園GC〜

1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 ゴルフの景色 〜ココビーチG＆CC〜

2:00 インフォメーション

2:00 インフォメーション

#13
〜湘南カントリークラブ（神奈川県）〜
1:30 イメージスイング 〜宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛〜
2:00 インフォメーション

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〜室屋修一編〜 #1＆2

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

3:00 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #1＆2

3:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #3＆4

二ヶ国語放送 ★ 初オンエア番組

3:30 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #3＆4

衛星生中継

1:30 牧野裕の Enjoy

Golf

3:30 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #3＆4

1:30 Letʼ

s ゴルっち！ #15

3:30 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #3＆4

0:30 アマの志し

3:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #3＆4

5:30 PGA ツアー
二

2017-18
ファーマーズ
インシュランス
オープン
2 日目

8:30 インフォメーション

5:30 PGA ツアー
二

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

2017-18
ソニーオープン
イン ハワイ
1 日目

8:30 インフォメーション

9:00 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション
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 あすゴル！ゴルフ部 #41 ▽0:15 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #1
0:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
3 日目

6
7
8

9:00 アマの志し

#14
9
〜石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
10:00 インフォメーション
10
10:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2
11:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4
11
11:30 インフォメーション
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20
0
0:30 Taku Miyamoto RANGE ROVER ▽0:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3
1:00 インフォメーション
1
1:30 PGA ツアー
二 デザートクラシック
2
3 日目

4

5:00 アマの志し

#1
5
〜森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 あすゴル！ゴルフ部 #43
6
6:30 インフォメーション
7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
7
二 三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
8
at フアラライ 1 日目
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #16
9
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #26
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 346
10
10:30 ★ EASY GOLF #167
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11
11:30 ★ゴル魂 #130
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #22
0
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3
1:00 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #2 ▽1:15 ゴルフの景色 〜オークビレッヂ〜
1
1:30 イメージスイング 〜宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴〜
2:00 インフォメーション
2
3:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4

3

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 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
最終日

5:30 ゴルフのたすき 2018 特番

5:30 YAMAHA PRESENTS「賞金王誕生物語」

「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 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴
s ゴルっち！ #14
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #25
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 345
10:30 ★ EASY GOLF #165
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #128
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #20
0:30 あすゴル！ゴルフ部 #41 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 杉ちゃんが行く！2018 年特大号
ゲスト : 畑岡奈紗・星野陸也
2:00 停波

1 月号

5:00 インフォメーション

6:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
6:30 インフォメーション

7:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19
7:30 PGA ツアー
二

9:00 ★ Letʼ

セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
1 日目

11:00 PGA ツアー
二

セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
2 日目

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〜

5:00 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 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 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

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〜

#10
〜フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）〜
6:30 PGA ツアー 2017-18
二 ソニーオープン
イン ハワイ
3 日目 前半
8:30 インフォメーション
9:00 PGA ツアー 2017-18
二 ソニーオープン
イン ハワイ
3 日目 後半
11:00 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1 ▽11:15 ゴルフの景色 〜森林公園GC〜
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 インフォメーション
1:30 アマの志し #13
〜湘南カントリークラブ（神奈川県）〜
2:30 インフォメーション
3:00 2018 年度 第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
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！」#19
5:30 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #1 ▽5:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1
6:00 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #1＆2
6:30 インフォメーション
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #41 ▽7:15 ゴルフの景色 〜オークビレッヂ〜
7:30 PGA ツアー
二 セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
3 日目
11:00 PGA ツアー
二

セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
最終日

5:30 PGA ツアー
二

2017-18
ソニーオープン
イン ハワイ
最終日 後半
優勝 : パットン・キザイア

8:30 インフォメーション
9:00 PGA ツアー
二

衛星生中継
ソニーオープン
イン ハワイ
1 日目

0:30 松山英樹を見た証言

〜 2019 新春特別編〜
1:30 インフォメーション
2:00 ギア猿〜みんなのお悩みサルベージ！〜
▽2:55 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 あすゴル！ゴルフ部 #41
3:30 インフォメーション
4:00 牧野裕の Enjoy Golf
4:30 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #1＆2
5:00 インフォメーション
5:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #20
6:00 ゴル魂 #128
6:30 インフォメーション
7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1
7:30 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #3＆4
8:00 PGA ツアー
二 ソニーオープン
イン ハワイ
1 日目

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

3:00 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #1＆2

25 金

0:00 アマの志し

3:30 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #3＆4

5:30 2018 年度

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
6:30 PGA ツアー 2017-18
二 ファーマーズ
インシュランスオープン
3 日目 後半
8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し #15
〜ロイヤルスターゴルフクラブ（千葉県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #1＆2
11:00 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 アマの志し #2
〜京葉カントリー倶楽部（千葉県）〜
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 デザートクラシック
最終日

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！」#20
5:30 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #1＆2
6:00 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #3＆4
6:30 インフォメーション

7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ

三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 2 日目
9:00 ギア猿〜みんなのお悩みサルベージ！〜
▽9:55 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
10:00 PGA ツアー総まとめ
タイガー・ウッズのいた夏 2018
11:00 松山英樹を見た証言
〜 2019 新春特別編〜
0:00 あすゴル！ゴルフ部 #43 ▽0:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3
0:30 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #1＆2
1:00 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
2:00 停波
二

6:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2
6:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4
7:00 PGA ツアー

2017-18
二 ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日 後半・プレーオフ
優勝 : ジェイソン・デイ
10:00 インフォメーション
10:30 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #1＆2
11:00 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 アマの志し #3
〜南総カントリークラブ（千葉県）〜
1:00 インフォメーション
1:30 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #1＆2
2:00 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #3＆4
2:30 インフォメーション
3:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20
3:30 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #2 ▽3:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3
4:00 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #1＆2
4:30 インフォメーション
5:00 アマの志し #4
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜
6:00 みんなの PGA ツアー 1 月号
6:30 インフォメーション
7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 最終日
9:00 「ザ・シンギュラリティ」〜人間対AI 天下分け目のゴルフ対決〜
▽9:45 あすゴル！ゴルフ部 #43
10:00 PGA ツアー
二 デザートクラシック
最終日

3:00 ★ Taku Miyamoto

RANGE ROVER ▽3:15 PGAツアーハイライト
3:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2
4:00 海外男子メジャー 2018
二 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
7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1
7:30 TEAM

衛星生中継
ファーマーズ
インシュランス
オープン
1 日目

26 土

9:00 杉ちゃんが行く！2018 年特大号

ゲスト : 畑岡奈紗・星野陸也

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 プレメンレッスン2！〜井上透編〜 #3＆4
11:30 インフォメーション

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3

0:30 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 アマの志し

#15
〜ロイヤルスターゴルフクラブ（千葉県）〜
2:30 インフォメーション
3:00 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
4:00 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #3＆4
4:30 インフォメーション
5:00 ゴル魂 #130
5:30 PGAツアーハイライト ▽5:45 あすゴル！ゴルフ部 #43
6:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #22
6:30 インフォメーション
7:00 アマの志し #5
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
8:00 PGA ツアー
二 ファーマーズ
インシュランス
オープン
1 日目

二

衛星生中継
ファーマーズ
インシュランス
オープン
2 日目

9:00 Letʼ

s ゴルっち！ #16
9:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20
10:30 EASY GOLF #167
11:00 アマの志し #1
〜森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #43
0:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #1＆2
1:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 1 日目
3:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 2 日目
5:00 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3 ▽5:15 ゴルフの景色 〜ココビーチG＆CC〜
5:30 PGAツアーハイライト ▽5:45 Taku Miyamoto RANGE ROVER
6:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴
8:00 PGA ツアー
二

ファーマーズ
インシュランス
オープン
2 日目

11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20 11:00 決戦！ vs 石川遼
11:30 2018 年度

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
3:30 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #3＆4

0:00 みんなの PGA ツアー 1 月号
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3
1:00 アマの志し

#6
〜成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）〜

2:00 インフォメーション
3:00 PGA ツアー ファーマーズ
二

SERIZAWA 345

8:00 PGA ツアー
二

ソニーオープン
イン ハワイ
2 日目

0:00 アマの志し

#1
〜森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
1:00 アマの志し #2
〜京葉カントリー倶楽部（千葉県）〜
2:00 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

インシュランスオープン 3 日目

#12
〜キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）〜
6:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #25
7:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴
9:00 PGA ツアー
二

27 日

衛星生中継
ファーマーズ
インシュランス
オープン
3 日目

#7
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
9:00 ギア猿〜みんなのお悩みサルベージ！〜
▽9:55ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
10:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4
10:30 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3 ▽10:45 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #2
11:00 ゴル魂 #130
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3
0:00 アマの志し #2
〜京葉カントリー倶楽部（千葉県）〜
1:00 TEAM SERIZAWA 346
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20
2:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 最終日
4:00 アマの志し #7
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
5:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2
5:30 PGAツアーハイライト ▽5:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3
6:00 松山英樹を見た証言
〜 2019 新春特別編〜
7:00 PGA ツアー
二 ファーマーズ
インシュランス
オープン
3 日目

3:00 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2
3:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #3＆4

28 月

（3:00~）PGA ツアー
二

※最大延長 午前 9:00

8:00 アマの志し

衛星生中継
ソニーオープン
イン ハワイ
3 日目

衛星生中継
ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日
※最大延長 午前 11:00

8:30 インフォメーション

9:00 PGA ツアー チャンピオンズ

三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
at フアラライ 最終日
11:00 インフォメーション
11:30 2018 年度 第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
1:00 インフォメーション
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3 ▽2:15 あすゴル！ゴルフ部 #44
2:30 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 プレメンレッスン2！〜江連忠編〜 #3＆4
4:00 インフォメーション
4:30 YAMAHA PRESENTS「賞金王誕生物語」
5:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #26
5:30 EASY GOLF #167
6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3
6:30 インフォメーション
7:00 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #1＆2
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20
8:00 PGA ツアー
二 ファーマーズ
インシュランス
オープン
10:00 ★あすゴル！ゴルフ部 #44
最終日
▽10:15「ザ・シンギュラリティ」〜人間対AI 天下分け目のゴルフ対決〜
11:00 PGA ツアー チャンピオンズ 11:00 あすゴル！ゴルフ部 #44 ▽11:15 ★プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #4
二 三菱エレクトリック
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 ゴルフの景色 〜京葉CC〜
チャンピオンシップ 0:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 三菱エレクトリック
at フアラライ 2 日目
1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 ゴルフの景色 〜カーヌスティGL〜
チャンピオンシップ
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20
at フアラライ 最終日
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
3:00 PGA ツアー ファーマーズ
二

インシュランスオープン 最終日

5:30 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #1＆2
6:00 みんなの PGA ツアー

1 月号
6:30 Letʼ s ゴルっち！ #14
7:00 PGA ツアー総まとめ
タイガー・ウッズのいた夏 2018
8:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
ソニーオープン
イン ハワイ
最終日
※最大延長 午後 2:00

#3
0:30 アマの志し #2
〜南総カントリークラブ（千葉県）〜
〜京葉カントリー倶楽部（千葉県）〜 1:00 アマの志し #4
1:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #9
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜
2:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19 2:00 あすゴル！ゴルフ部 #42 ▽2:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1
2:30 ゴル魂 #128
2:30 EASY GOLF #165
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1 3:00 ゴルフ真剣勝負
3:30 ゴルフのたすき 2018 特番
the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴
「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
4:30 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技 5:00 松山英樹を見た証言
5:30 PGAツアーハイライト ▽5:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1
〜 2019 新春特別編〜
6:00 PGA ツアー総まとめ
6:00 ギア猿〜みんなのお悩みサルベージ！〜
▽6:55ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
タイガー・ウッズのいた夏 2018
7:00 PGA ツアー
7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1
二 ソニーオープン
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19
8:00 PGA ツアー
イン ハワイ
二 ソニーオープン
3 日目
イン ハワイ
最終日
10:00 ★あすゴル！ゴルフ部 #42
▽10:15 2018 年度 第 60 回
日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 ★プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2
▽11:45 PGA ツアーハイライト 11:30 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018
0:00 アマの志し #3
0:00 PINGフライデー みんなで目指せ！50 切り
〜南総カントリークラブ（千葉県）〜 0:30 アマの志し #5
1:00 アマの志し #4
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜 1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション

3:30 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #3＆4

5:00 PGA ツアー

#14
〜石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
2:00 インフォメーション
3:30 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #3＆4

2:30 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #1 ▽2:45 あすゴル！ゴルフ部 #41

5:00 PGA ツアー
二

1 月号

2:00 ゴルフネットワーク ピンクリボンチャリティゴルフ2018

4:00 インフォメーション （3:00~）PGA ツアー

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 インフォメーション

1:00 アマの志し

1:30 みんなの PGA ツアー

5:30 アマの志し

※最大延長 午後 1:30

0:30 決戦！ vs 石川遼

4:00 インフォメーション

二

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〜

#11
〜東富士カントリークラブ（静岡県）〜
6:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19
7:00 EASY GOLF #165
7:30 PINGフライデー みんなで目指せ！50 切り
8:00 杉ちゃんが行く！2018 年特大号
ゲスト : 畑岡奈紗・星野陸也
9:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
ソニーオープン
イン ハワイ
2 日目

11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1 11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1

2:00 インフォメーション

3:30 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #3＆4

5:30 アマの志し

11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19 11:00 YAMAHA PRESENTS「賞金王誕生物語」

2:00 インフォメーション

4:00 停波

15 火

4:00 インフォメーション

#14
〜石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
1:00 アマの志し #15
〜ロイヤルスターゴルフクラブ（千葉県）〜
2:00 インフォメーション

24 木

4:00 インフォメーション

14 月

4:00 インフォメーション

10:30 あすゴル！ゴルフ部 #41 ▽10:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1 10:30 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #1＆2

3:30 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #3＆4

3
4:30 インフォメーション

9:30 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション

4:30 みんなの PGA ツアー

5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1

23 水

5

9:00 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #1＆2

4:30 インフォメーション

3

4

2017-18
二 ソニーオープン
イン ハワイ
2 日目

13 日

4:00 インフォメーション

5:30 アマの志し

6:00 PGA ツアー

12 土

4:00 インフォメーション

二

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

0:00 アマの志し

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

29 火

5:30 PGA ツアー
二

ソニーオープン
イン ハワイ
3 日目

8:30 インフォメーション

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

#6
〜成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #1＆2
0:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 ゴルフのたすき 2018 特番
「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
2:30 インフォメーション
3:00 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
4:00 インフォメーション
4:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19
5:00 ギア猿〜みんなのお悩みサルベージ！〜
▽5:55ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 あすゴル！ゴルフ部 #42
6:30 インフォメーション
7:00 アマの志し #8
〜富士箱根カントリークラブ（静岡県）〜
8:00 アマの志し #9
〜清川カントリークラブ（神奈川県）〜
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #15
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #26
10:00 みんなの PGA ツアー 1 月号
10:30 ★ EASY GOLF #166
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #129
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #21
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 ゴルフの景色 〜カーヌスティGL〜
1:00 あすゴル！ゴルフ部 #42 ▽1:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2
1:30 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〜
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

30 水

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 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

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〜

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〜

二

2017-18
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
2 日目

8:30 インフォメーション

9:00 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1＆2
9:30 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #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 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 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 ファーマーズ
インシュランス
オープン
3 日目
4:30 インフォメーション

5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #44

5:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #1＆2
6:00 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #3＆4
6:30 インフォメーション

7:00 松山英樹を見た証言

〜 2019 新春特別編〜
第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #27
10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20
10:30 ★ EASY GOLF #168
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #131
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #23
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #4
1:00 アマの志し #3
〜南総カントリークラブ（千葉県）〜
2:00 インフォメーション
8:00 2018 年度

3:00 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1＆2
3:30 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #3＆4

5:30 PGA ツアー
二

2017-18
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
3 日目 後半

8:30 インフォメーション

9:00 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #3＆4

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

31 木

4:00 インフォメーション

5:30 PGA ツアー

4

5:30 PGA ツアー
二

2017-18
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
最終日 後半
優勝 : ゲーリー・ウッドランド

8:30 インフォメーション

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

10:00 インフォメーション

3:00 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #1＆2

4
5
6
7
8
9

10
#5
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
11
11:30 インフォメーション
0:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #1＆2
0
0:30 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1
1:30 EASY GOLF #168
2:00 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #4 ▽2:15 ゴル魂 #131
2
▽2:45 ゴルフの景色 〜オークビレッヂ〜
3:00 インフォメーション
3
3:30 プレメンレッスン2！〜井上透編〜 #1＆2
4:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20
4
4:30 インフォメーション
4:30 インフォメーション
5:00 アマの志し #4
5:00 ゴルフ真剣勝負
5
the MATCH #34
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜
6:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#20
出水田大二郎 vs 稲森佑貴
6
6:30 インフォメーション
7:00 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #1＆2 7:00 TEAM SERIZAWA 346
7
7:30 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #3＆4 7:30 あすゴル！ゴルフ部 #44 ▽7:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #4
8:00 PGA ツアー
8:00 ギア猿〜みんなのお悩みサルベージ！〜
8
二 ファーマーズ
▽８:５5 ギア猿のおまけ HONMA TOUR WORLD TW747
9:00 PGA ツアー
インシュランス
9
二 ファーマーズ
オープン
3 日目
インシュランス
10
オープン
11:00 ゴルフのたすき 2018 特番
最終日
11
「教える人 教わる人 9ホールChallenge」
0:00 あすゴル！ゴルフ部 #44 ▽0:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #4 0:00 アマの志し #5
0
0:30 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #1＆2
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
1:00 「ザ・シンギュラリティ」〜人間対AI 天下分け目のゴルフ対決〜
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1
▽1:45 ゴルフの景色 〜ココビーチG＆CC〜 1:30 みんなの PGA ツアー 1 月号
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
2
10:30 アマの志し

#4
〜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 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日

3:30 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #3＆4

10:30 アマの志し

3:30 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #3＆4

夜

1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2

2:00 インフォメーション

#12
〜キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）〜
1:00 みんなの PGA ツアー 1 月号
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#19
2:00 インフォメーション

6

22 火

4:00 インフォメーション

5:30 PGA ツアー

5

11 金

4:00 インフォメーション

深

夜

3:30 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #3＆4

3:00 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #1＆2

11:00 ★ 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #1 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #40

8:00 PGA ツアー

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
7:00 ギア猿
〜コンペでサルベージ（2）〜
8:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
1 日目

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〜

一部
停波

深

3:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #1＆2

7:30 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #3＆4

「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
0:30 2018 年度 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

the MATCH #34
出水田大二郎 vs 稲森佑貴

3:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #3＆4

6:30 インフォメーション

2017-18
二 セントリートーナメント
オブ チャンピオンズ
最終日 前半
10:00 PGA ツアー 2017-18
二 セントリートーナメント
オブ チャンピオンズ 最終日 後半
優勝 : ダスティン・ジョンソン
0:00 ギア猿
〜コンペでサルベージ（2）〜
1:00 アマの志し #5
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
2:00 インフォメーション

ゲスト : 畑岡奈紗・星野陸也

3:00 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #1＆2

「教える人 教わる人 9 ホール Challenge」
11:00 ★ 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #2 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #42
11
11:30 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #2 ▽11:45 ゴルフの景色 〜京葉CC〜
0:00 アマの志し #10
0
〜フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）〜
1:00 アマの志し #11
1
〜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
2
3

6:30 インフォメーション

8:00 ★ 松山英樹を見た証言

9
10

1:00 インフォメーション

5:30 2018 年度

10 木

4:00 インフォメーション

後

後

5

1:00 インフォメーション

5:30 2018 年度

9 水

午

午

4

2017-18
セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
2 日目

4:00 停波

前

8

二

4:00 インフォメーション

ニュース・レッスン・情報番組

午

前

7

5:30 PGA ツアー

8 火

4

一部
停波

午

6

7 月

4:00 インフォメーション

一部
停波

5

6 日

4:00 インフォメーション

16 水

4

5 土

4:00 インフォメーション

その他の競技

夜

夜

1

4 金

4:00 インフォメーション

国内ツアー

深

深

0

3 木

4:00 インフォメーション

PGAツアー チャンピオンズ

PGAツアー

午 後

午 後

4

2 水

4:00 インフォメーション

特集・おすすめ番組

国別・地域別対抗戦／海外メジャー

新番組

午 前

午 前

6

番 組 表

3

※
「一部停波」の時間帯はご利用のサービスによってご視聴頂くことができない場合がありますのでご了承ください。また、
「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。

