2019.03
1 金

4

4:00 PGA ツアー
二

5

2 土

3 日

4:00 PGA ツアー
二

（3:00~）PGA ツアー

衛星生中継
ザ・ホンダ
クラシック
2 日目

二

7
8
9

10
11

8:00 橋本マナミの Leaderʼ

s GOLF #27
8:30 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2
9:00 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4
9:30 インフォメーション
10:00 衛星生中継
二 ニュージーランド
オープン
2 日目

8:00 ゴル魂

#134
8:30 Letʼ s ゴルっち！ #20
9:00 EASY GOLF #172
9:30 江連っ寸 #4 ▽9:45 プロの教え #1
10:00 衛星生中継
二 ニュージーランド
オープン
3 日目

2:00 あすゴル！ゴルフ部 #48 ▽2:15 PGAツアーハイライト

2:00 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2

3:00 PGA ツアー

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〜 #4

0
1
2
3

2:30 インフォメーション
二

2:30 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4
3:30 PGA ツアー
二

5
6
7

ザ・ホンダ
クラシック
2 日目

6:30 インフォメーション
7:00 ニュージーランド
二

8

オープン
2 日目

7:30 PGAツアーハイライト ▽7:45 あすゴル！ゴルフ部 #48
8:00 ニュージーランド
二

9

2
3

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

16 土

4
5

二

衛星生中継
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
2 日目

10
11
0
1
2
3

1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #4
2:00 インフォメーション

3:00 PGA ツアー

3:00 PGA ツアー

3:00 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #1＆2

二

衛星生中継
二 ザ・ホンダクラシック 3 日目

17 日

（3:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
3 日目

6
7

衛星生中継
二 ザ・ホンダクラシック 最終日

18 月

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日

※最大延長 午前 9:30

8:00 ★ 国内女子ツアー

とことん 1 番ホール生中継
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ
最終日 ※最大延長 午前 10:45
▽10:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1＆2
▽10:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #2
11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23
11:30 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2
0:00 TEAM SERIZAWA 349
0:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #11
1:00 ゴル魂 #136
1:30 PGA ツアーハイライト
▽1:45 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
PRGR レディスカップ 最終日
4:00 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4
4:30 PGAツアーハイライト ▽4:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #2
5:00 PGA ツアー
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
3 日目

#10
〜フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）〜
8:00 インフォメーション
8:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2
9:00 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #3＆4
9:30 インフォメーション
10:00 EASY GOLF #174
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 牧野裕の Enjoy Golf
0:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 あすゴル！ゴルフ部 #51
2:00 ギア猿〜 PGA ショー 2019 をサルベージ！〜
▽2:55 ギア猿のおまけ テーラーメイド M5／M6ドライバー
3:00 インフォメーション
3:30 国内女子ツアー開幕特別企画
ゴルフ真剣勝負
the MATCH
黄金世代ダブルス SP 2019
5:30 インフォメーション
6:00 PGA ツアー
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日

11

2
3

3:00 PGA ツアー

衛星生中継
二 ザ・プレーヤーズ チャンピオンシップ ３日目

二ヶ国語放送 ★ 初オンエア番組

1:00 アマの志し

3:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #3＆4

衛星生中継

コロガードクラシック
1 日目
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 コロガード
クラシック
2 日目
9:00 TEAM SERIZAWA 348
9:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23
10:00 ギア猿〜 PGA ショー 2019 をサルベージ！〜
▽10:55ギア猿のおまけ テーラーメイド M5／M6ドライバー
11:00 ★ 江連っ寸 #5 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #49
11:30 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #1 ▽11:45 プロの教え #4
0:00 PGA ツアー 2013 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜虎の咆哮、再び〜
1:00 PGA ツアー 2013-14 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜元世界王者、華麗なる復活〜
2:00 インフォメーション
二

20 水

21 木

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

5:00 PGA ツアー チャンピオンズ

5:00 PGA ツアー チャンピオンズ

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〜

4:30 インフォメーション

5:00 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2
5:30 インフォメーション

ホーグ
クラシック
2 日目
7:00 インフォメーション
7:30 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #1＆2
8:00 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #3＆4
8:30 インフォメーション
9:00 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2
9:30 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #8
〜富士箱根カントリークラブ（静岡県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 あすゴル！ゴルフ部 #51 ▽0:15 ぎゅっと週刊国内ツアー #86
0:30 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3 ▽0:45 ゴルフの景色〜オークビレッヂ〜
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
1 日目
二

4:30 インフォメーション

5:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #86 ▽5:15 PGAツアーハイライト

ホーグ
クラシック
最終日
7:00 インフォメーション
7:30 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #1＆2
8:00 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #3＆4
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 #9
〜清川カントリークラブ（神奈川県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2
0:30 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
2 日目
二

4:30 インフォメーション

5:30 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4
6:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24
6:30 インフォメーション
7:00 2018 年度

3:30 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4

5:00 アマの志し

3:30 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #3＆4

2017-18
バルスパー
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : ポール・ケーシー

8:30 シャフトのトリセツ4 #1 ▽8:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #1
9:00 プレメンレッスン 2！〜芹澤大介編〜 #2＆3
9:30 国内女子ツアー

PLAYBACK1 番ホール
ヨコハマタイヤ
ゴルフトーナメント
PRGR レディスカップ
2 日目
0:30 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
PRGR レディスカップ 最終日
▽2:45 あすゴル！ゴルフ部 #51
3:00 PGA ツアー
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
3 日目
6:00 PGA ツアー
二

ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日

9:00 国内女子ツアー開幕特別企画

ゴルフ真剣勝負
the MATCH
黄金世代ダブルス SP 2019
11:00 ギア猿〜 PGA ショー 2019 をサルベージ！〜
▽11:55 ギア猿のおまけ テーラーメイド M5／M6ドライバー
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24
0:30 アマの志し #13
〜湘南カントリークラブ（神奈川県）〜
1:30 みんなの PGA ツアー 3 月号
2:00 インフォメーション
3:00 PGA ツアー

衛星生中継
二 バルスパーチャンピオンシップ １日目

5

#135
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 コロガード
クラシック
8
最終日
9:00 あすゴル！ゴルフ部 #49 ▽9:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #1
9
9:30 PGA ツアー
二 ザ・ホンダ
10
クラシック
最終日
11
0:30 イメージスイング 〜宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴〜

1:00 PGA ツアー 2014-15 ザ・プレーヤーズ
二

オフィシャルフィルム〜三つ巴の決戦〜

2:00 インフォメーション

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
1
2
3

22 金

（3:00~）PGA ツアー

5:30 PGA ツアー
二

4

6:00 ゴル魂

二

3:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #1＆2

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〜 #3＆4

5:00 PGA ツアー チャンピオンズ

4:00 インフォメーション

3:00 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2

11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24

4:30 インフォメーション

3:30 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #3＆4

3:00 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1＆2

11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #86 ▽11:15 ★プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3

#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 PGA ツアー 2013-14 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜元世界王者、華麗なる復活〜
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #1＆2
0:30 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー 2007
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : フィル・ミケルソン

3:00 プレ男レッスン〜阿河徹編〜 #1＆2

3:30 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #3＆4

19 火

9:00 アマの志し

衛星生中継
バルスパー
チャンピオンシップ
1 日目

3 月号
8:30 EASY GOLF #173
9:00 あすゴル！ゴルフ部 #49 ▽9:15 江連っ寸 #5
9:30 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #1＆2
10:00 インフォメーション
10:30 PGA ツアー 2015-16 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜世界ナンバーワンの実力〜
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！〜芹澤大介編〜 #1
0:30 牧野裕の Enjoy Golf
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー 2009
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : ヘンリク・ステンソン
4:30 インフォメーション

5:00 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #3＆4
5:30 インフォメーション

6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 プロの教え #5
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！」#23
7:30 PGA ツアー
二

アーノルド・パーマー
インビテーショナル
presented by
マスターカード
1 日目

11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #1

0:00 ★ 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 2 日目

1:00 PGA ツアー 2015-16 ザ・プレーヤーズ
二

オフィシャルフィルム〜世界ナンバーワンの実力〜

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
3:30 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #3＆4

23 土

4

（3:00~）PGA ツアー
二

5
6

7:00 EASY

GOLF #175
7
7:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #30
8:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #29
8
8:30 あすゴル！ゴルフ部 #51 ▽8:45 江連っ寸 #6
9:00 インフォメーション
9
9:30 国内女子ツアー開幕特別企画
ゴルフ真剣勝負
10
the MATCH
黄金世代ダブルス SP 2019
11
11:30 インフォメーション
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 ゴルフの景色〜京葉CC〜
0
0:30 牧野裕の Enjoy Golf
1:00 インフォメーション
1
1:30 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2
2:00 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4
2
2:30 インフォメーション
3:00 アマの志し #10
3
〜フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）〜
4:00 インフォメーション
4
4:30 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #1＆2
5:00 Letʼ s ゴルっち！ #23
5
5:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24
6:00 PGAツアーハイライト ▽6:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3
6
6:30 インフォメーション
7:00 PGA ツアー
7
二 バルスパー
チャンピオンシップ
8
1 日目

衛星生中継
バルスパー
チャンピオンシップ
2 日目

7:00 みんなの PGA ツアー 3 月号
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24

8:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #11

8:30 TEAM SERIZAWA 349

9:00 PGA ツアー チャンピオンズ

ホーグ
クラシック
2 日目
11:00 あすゴル！ゴルフ部 #51 ▽11:15 PGAツアーハイライト
11:30 ゴル魂 #137
0:00 シャフトのトリセツ4 #1 ▽0:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3
0:30 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2
1:00 ギア猿〜PGAショー2019をサルベージ！〜
▽1:55 ギア猿のおまけ テーラーメイド M5／M6ドライバー
2:00 2018 年度 第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
3:30 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4
4:00 ★石川遼 武井壮 〜2019国内男子ツアー開幕直前SP〜
▽4:45 PGA ツアーハイライト
5:00 国内女子ツアー開幕特別企画
ゴルフ真剣勝負
the MATCH
黄金世代ダブルス SP 2019
7:00 PGA ツアー
二 バルスパー
チャンピオンシップ
2 日目
二

9:00 橋本マナミの Leaderʼ

9:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23

ホーグクラシック
1 日目
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3
1:00 アマの志し #14
〜石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
2:00 インフォメーション
二

3:00 PGA ツアー

衛星生中継
二 バルスパーチャンピオンシップ 2 日目

11
0
1
2
3

11:00 PGA ツアー チャンピオンズ

ホーグ
クラシック
最終日
1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3
1:30 インフォメーション
2:00 PGA ツアー 衛星生中継
二 バルスパー
チャンピオンシップ
3 日目
二

8:30 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #3＆4
9:30 Letʼ

s ゴルっち！ #21

10:00 放送直前！！ the MATCH 黄金世代SP 決戦前夜の女子会トーク編

10:30 PGA ツアー 2013 ザ・プレーヤーズ

オフィシャルフィルム〜虎の咆哮、再び〜
3 月号
0:00 江連っ寸 #5 ▽0:15 PGAツアーハイライト
0:30 ギア猿〜 PGA ショー 2019 をサルベージ！〜
▽1:25ギア猿のおまけ テーラーメイド M5／M6ドライバー
1:30 PGA ツアー 2014-15 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ 最終日 優勝:リッキー・ファウラー
2:30 PGA ツアー 2015-16 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ 最終日 優勝 :ジェイソン・デイ
3:30 EASY GOLF #173
4:00 PGAツアーハイライト ▽4:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #1
4:30 TEAM SERIZAWA 348
4:30 PGA ツアー
二 アーノルド・パーマー
5:00 ★ 放送直前！！ the MATCH 黄金世代SP 決戦前夜の女子会トーク編
5:30 あすゴル！ゴルフ部 #49 ▽5:45 PGAツアーハイライト
インビテーショナル
6:00 PGA ツアー 2015-16 ザ・プレーヤーズ
presented by
二 オフィシャルフィルム〜世界ナンバーワンの実力〜
マスターカード
7:00 PGA ツアー
3 日目
二 アーノルド・パーマー
インビテーショナル
presented by
マスターカード
2 日目
10:00 ★あすゴル！ゴルフ部 #50
▽10:15 ★国内女子ツアー ダイキンオーキッド
11:00 ★ 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
▽11:45 PGA ツアーハイライト
レディスゴルフトーナメント 3 日目
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23 0:00 PGA ツアー 2013 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜虎の咆哮、再び〜
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #1
1:00 PGA ツアー 2016-17 ザ・プレーヤーズ 1:00 牧野裕の Enjoy Golf
二 オフィシャルフィルム〜 21 歳、新鋭登場〜
1:30 PGA ツアー 衛星生中継
二 アーノルド・パーマー
2:00 インフォメーション
2:30 PGA ツアー 衛星生中継
インビテーショナル
二 アーノルド・パーマー インビテーショナル
presented by マスターカード
最終日
presented by マスターカード 3 日目

24 日

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
バルスパー
チャンピオンシップ
3 日目

※最大延長 午前 8:00

7:00 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2

二

11:30 みんなの PGA ツアー

25 月

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
バルスパー
チャンピオンシップ
最終日

※最大延長 午前 9:30

#11
7:30 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4
〜東富士カントリークラブ（静岡県）〜
8:00 ★ 国内女子ツアー
8:00 インフォメーション
T ポイント ENEOS 8:30 プレメンレッスン2！〜江連忠編〜 #1＆2
ゴルフトーナメント 9:00 プレメンレッスン2！〜江連忠編〜 #3＆4
9:30 インフォメーション
2 日目
10:00 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #1＆2
10:30 アマの志し #11
11:00 ★とことんゴルフフェア
〜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
生中継 2019
0:00 あすゴル！ゴルフ部 #52 ▽0:15 PGAツアーハイライト
in パシフィコ横浜
0:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #1＆2
前半
1:00 ★とことんゴルフフェア 1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
生中継 2019
二 バルスパー
in パシフィコ横浜
後半
チャンピオンシップ
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3
2 日目
3:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24
4:00 EASY GOLF #175
4:30 江連っ寸 #6 ▽4:45 PGAツアーハイライト 4:30 インフォメーション
5:00 PGA ツアー
5:00 ゴル魂 #137
二 バルスパー
5:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #3＆4
チャンピオンシップ 6:00 インフォメーション
6:30 PGA ツアー
3 日目
二 バルスパー
チャンピオンシップ
最終日

10:00 ★あすゴル！ゴルフ部 #52

10

※最大延長 午前 9:00

8:00 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #1＆2

▽8:55ギア猿のおまけ テーラーメイド M5／M6ドライバー
s GOLF #28
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #29
10:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #11
10:30 PGA ツアー 2016-17 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜 21 歳、新鋭登場〜
11:30 ゴル魂 #135
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 プロの教え #6
0:30 アマの志し #2
〜京葉カントリー倶楽部（千葉県）〜
1:30 PGA ツアー 2013
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : タイガー・ウッズ

7:00 アマの志し

9:30 ★ 国内女子ツアー

T ポイント ENEOS
▽10:15 石川遼 武井壮 〜2019国内男子ツアー開幕直前SP〜
ゴルフトーナメント 最終日
11:00 みんなの PGA ツアー 3 月号 11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #87 ▽11:15 ★プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #4
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3 11:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24
0:00 2018 年度 第 24 回 0:00 あすゴル！ゴルフ部 #52 ▽0:15 PGAツアーハイライト
日本ジュニアゴルフ選手権競技 0:30 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #2 ▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #87
1:00 ギア猿〜PGAショー2019をサルベージ！〜 1:00 シャフトのトリセツ4 #1 ▽1:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3
▽1:55 ギア猿のおまけ テーラーメイド M5／M6ドライバー 1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 PGA ツアー 衛星生中継
2:00 インフォメーション
二 バルスパー
チャンピオンシップ 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
最終日

衛星生中継
アーノルド・パーマー
インビテーショナル
presented by マスターカード
最終日 ※最大延長 午前 9:00
7:00 PGA ツアー 2013 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜虎の咆哮、再び〜
8:00 インフォメーション
8:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23
9:00 インフォメーション
9:30 アマの志し #2
〜京葉カントリー倶楽部（千葉県）〜
10:30 インフォメーション
11:00 PGA ツアー 2014-15 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜三つ巴の決戦〜
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #50
0:30 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー 2016-17
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : キム・シウ

15 金

（2:00~）PGA ツアー

二

8:00 ギア猿〜 PGA ショー 2019 をサルベージ！〜

9

11:00 PGA ツアー チャンピオンズ

衛星生中継
アーノルド・パーマー
インビテーショナル
presented by
マスターカード
3 日目

14 木

4:00 インフォメーション

二

5:00 PGA ツアー チャンピオンズ

コロガード
クラシック
最終日
7:00 インフォメーション
7:30 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #1＆2
8:00 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #3＆4
8:30 インフォメーション
9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #85 ▽9:15 ゴルフの景色〜京葉CC〜
9:30 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2
10:00 インフォメーション
10:30 PGA ツアー 2015-16 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜世界ナンバーワンの実力〜
11:30 インフォメーション
0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #85 ▽0:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #2
0:30 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー 2017-18
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : ウェブ・シンプソン

5:00 PGA ツアー

二

6:00 インフォメーション
7:00 PGA ツアー

アーノルド・パーマー
インビテーショナル
presented by
マスターカード
最終日
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 2016-17 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜 21 歳、新鋭登場〜
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー 2013
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : タイガー・ウッズ

4:30 インフォメーション

4:30 インフォメーション

5:30 インフォメーション

5:30 江連っ寸 #5 ▽5:45 PGAツアーハイライト

5:30 インフォメーション

6:00 PGA ツアー
二

アーノルド・パーマー
インビテーショナル
presented by
マスターカード
最終日

11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #85 ▽11:15 ★プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #2
11:30 放送直前！！ the MATCH 黄金世代SP 決戦前夜の女子会トーク編

0:00 あすゴル！ゴルフ部 #50 ▽0:15 PGAツアーハイライト
0:30 ゴルフの景色〜森林公園GC〜 ▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #85

1:00 PGA ツアー 2014-15 ザ・プレーヤーズ
二

オフィシャルフィルム〜三つ巴の決戦〜

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

26 火

6:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #85 ▽6:15 あすゴル！ゴルフ部 #50

ホーグクラシック
1 日目
8:30 放送直前！！ the MATCH 黄金世代SP 決戦前夜の女子会トーク編
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #22
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #30
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 349
10:30 ★ EASY GOLF #174
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #136
0:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #28
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #85 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 PGA ツアー 2015-16 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜世界ナンバーワンの実力〜
2:00 インフォメーション
二

28 木

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〜

二

5:30 WGC

2017-18
デルテクノロジーズ
マッチプレー
最終日
優勝 : ババ・ワトソン

9:00 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2
9:30 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #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 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #4 ▽0:15 ゴルフの景色〜オークビレッヂ〜
0:30 牧野裕の Enjoy Golf
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 バルスパー
チャンピオンシップ
最終日

4:30 インフォメーション

4:30 インフォメーション

5:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24

5:30 みんなの PGA ツアー 3 月号

5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #4
6:00 あすゴル！ゴルフ部 #52 ▽6:15 ぎゅっと週刊国内ツアー #87
6:30 インフォメーション

7:00 国内女子ツアー開幕特別企画

ゴルフ真剣勝負
the MATCH
黄金世代ダブルス SP 2019
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #24
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #30
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 350
10:30 ★ EASY GOLF #176
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #138
0:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #29
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #87 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 江連っ寸 #6 ▽1:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #4
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〜室屋修一編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #3＆4

ホーグ
クラシック
2 日目
9:00 PGA ツアー
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
練習ラウンド生中継 前半
11:00 ★ シャフトのトリセツ4 #1 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #50
11:30 PGA ツアー
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
練習ラウンド生中継 後半
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23
2:00 インフォメーション

5:00 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #3＆4
6:00 インフォメーション

6:30 ★ PLAYBACK ゴルフフェア

生中継 2019
in パシフィコ横浜
前半
8:30 ★ PLAYBACK ゴルフフェア
生中継 2019
in パシフィコ横浜
後半
10:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24
11:00 ★ シャフトのトリセツ4 #2 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #52
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 石川遼 武井壮 〜2019国内男子ツアー開幕直前SP〜
▽1:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #4
2:00 インフォメーション

二

3:30 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #3＆4

5:00 PGA ツアー チャンピオンズ

8:30 インフォメーション

7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ

3:00 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #1＆2

27 水

二

6:30 インフォメーション

3:00 停波

4:00 インフォメーション （3:00~）WGC

ホーグ
クラシック
最終日
7:00 インフォメーション
7:30 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #1＆2
8:00 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #3＆4
8:30 インフォメーション
9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #87 ▽9:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #4
9:30 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #1＆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 ぎゅっと週刊国内ツアー #87 ▽0:15 ゴルフの景色〜森林公園GC〜
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
二 バルスパー
チャンピオンシップ
3 日目

6:00 放送直前！！ the MATCH 黄金世代SP 決戦前夜の女子会トーク編

6:30 インフォメーション

4:00 インフォメーション

二

5:00 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #1＆2

5:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23

7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ

衛星生中継
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
1 日目

衛星生中継
デルテクノロジーズ
マッチプレー
1 日目

8:00 インフォメーション
8:30 PGA ツアー

ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
練習ラウンド 前半
10:30 インフォメーション
11:00 PGA ツアー
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
練習ラウンド 後半
1:00 インフォメーション
1:30 放送直前！！ the MATCH 黄金世代SP 決戦前夜の女子会トーク編
2:00 PGA ツアー
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
練習ラウンド 前半
4:00 インフォメーション
4:30 PGA ツアー
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
練習ラウンド 後半
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 ホーグ
クラシック
最終日
9:00 あすゴル！ゴルフ部 #50 ▽9:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #2
9:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23
10:00 PGA ツアー
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
練習ラウンド 前半
0:00 PGA ツアー
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
練習ラウンド 後半
2:00 PGA ツアー 衛星生中継
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
1 日目

29 金

（3:00~）WGC
二

衛星生中継
デルテクノロジーズ
マッチプレー
2 日目

8:00 放送直前！！ the MATCH 黄金世代SP 決戦前夜の女子会トーク編
8:30 ゴル魂

#136

とことん 1 番ホール生中継
アクサレディス
ゴルフトーナメント
in MIYAZAKI
1 日目

9:00 国内女子ツアー開幕特別企画

ゴルフ真剣勝負
the MATCH
黄金世代ダブルス SP 2019
11:00 TEAM SERIZAWA 350
11:30 インフォメーション
0:00 ギア猿〜PGAショー2019をサルベージ！〜
▽0:55 ギア猿のおまけ テーラーメイド M5／M6ドライバー
1:00 インフォメーション
1:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #30
2:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #29
2:30 ゴル魂 #138
3:00 インフォメーション
3:30 EASY GOLF #176
4:00 PGAツアーハイライト ▽4:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #2
4:30 インフォメーション
5:00 WGC
二 デルテクノロジーズ
マッチプレー
1 日目

10
11
0:00 放送直前！！ the MATCH 黄金世代SP 決戦前夜の女子会トーク編
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #2
1:00 牧野裕の Enjoy

Golf
1:30 インフォメーション
2:00 PGA ツアー 衛星生中継
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
2 日目

30 土

衛星生中継
デルテクノロジーズ
マッチプレー
3 日目

10:00 あすゴル！ゴルフ部 #52 ▽10:15 PGAツアーハイライト
10:30 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3＆4
11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24
11:30 PGA ツアー

衛星生中継
コラレス プンタカナ
リゾート＆クラブ
チャンピオンシップ
1 日目
2:30 インフォメーション
3:00 WGC 衛星生中継
3:00 WGC 衛星生中継
二 デルテクノロジーズマッチプレー 1 日目
二 デルテクノロジーズマッチプレー 2 日目
二

8:00 ★ 国内女子ツアー

とことん 1 番ホール生中継
アクサレディス
ゴルフトーナメント
in MIYAZAKI
2 日目

3:00 インフォメーション
4:00 インフォメーション

4:00 シャフトのトリセツ4 #2 ▽4:15 PGAツアーハイライト

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
7:30 石川遼 武井壮 〜2019国内男子ツアー開幕直前SP〜
▽8:15 PGA ツアーハイライト
8:30 WGC
二 デルテクノロジーズ
マッチプレー
2 日目

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
7:00 EASY GOLF #176
7:30 WGC
二 デルテクノロジーズ
マッチプレー
3 日目

コラレス プンタカナ
リゾート＆クラブ
チャンピオンシップ
1 日目

3:30 PGAツアーハイライト ▽3:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #4
4:30 国内女子ツアー

11:30 PGA ツアー

衛星生中継
コラレス プンタカナ
リゾート＆クラブ
チャンピオンシップ
2 日目
2:30 インフォメーション
3:00 WGC 衛星生中継
二 デルテクノロジーズマッチプレー 3 日目
二

4:30 国内女子ツアー

二

衛星生中継
デルテクノロジーズ
マッチプレー
4 日目

※最大延長 午前 8:00

7:30 プレメンレッスン2！〜井上透編〜 #3＆4
8:00 ★ 国内女子ツアー

とことん 1 番ホール生中継
アクサレディス
ゴルフトーナメント in MIYAZAKI
最終日 ※最大延長 午前 11:15
▽10:45 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24
▽11:15 PGA ツアーハイライト
11:30 ★ 国内女子ツアー
アクサレディスゴルフトーナメント
in MIYAZAKI 2 日目
1:00 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #4
▽1:15 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 最終日
4:00 ★ PGA ツアー
二 コラレス プンタカナ
リゾート＆クラブ
チャンピオンシップ
3 日目
7:00 WGC
二

デルテクノロジーズ
マッチプレー
4 日目

10:30 江連っ寸 #6 ▽10:45 PGAツアーハイライト 10:30 ゴル魂
二

衛星生中継
デルテクノロジーズ
マッチプレー
4 日目

1
2
3

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

10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #53 ▽10:15 PGAツアーハイライト

11:00 WGC

0

31 日

（11:00~）WGC

ゴルフトーナメント in MIYAZAKI 1日目
0:30 あすゴル！ゴルフ部 #52 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 PGA ツアー
二 コラレス プンタカナ
リゾート＆クラブ
チャンピオンシップ
2 日目

二

8

9

11:30 あすゴル！ゴルフ部 #52 ▽11:45 PGAツアーハイライト 11:30 ★ 国内女子ツアー アクサレディス
0:00 PGA ツアー

6

s GOLF #28
9
9:30 インフォメーション
10:00 アマの志し #4
10
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜
11:00 インフォメーション
11
11:30 あすゴル！ゴルフ部 #50 ▽11:45 PGAツアーハイライト
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23
0
0:30 みんなの PGA ツアー 3 月号
1:00 インフォメーション
1
1:30 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
2
2:30 インフォメーション
3:00 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2
3
3:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #11
4:00 インフォメーション
4
4:30 PGAツアーハイライト ▽4:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #2
5:00 インフォメーション
5
5:30 PGA ツアー 2013 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜虎の咆哮、再び〜
6
6:30 インフォメーション
7:00 PGA ツアー
7
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
8
1 日目

7:00 プレメンレッスン2！〜井上透編〜 #1＆2
8:00 ★ 国内女子ツアー

5

9:00 橋本マナミの Leaderʼ

（3:00~）WGC
二

4

7

二

4:30 インフォメーション

5:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #11

2017-18
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : ウェブ・シンプソン

11:00 WGC
二

#138

衛星生中継
デルテクノロジーズ
マッチプレー
最終日

10
11
0
1
2

※最大延長 午前 10:30

夜

夜

1

▽0:55 ギア猿のおまけ テーラーメイド M5／M6ドライバー
ゴルっち！ #22
1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #2
2:00 インフォメーション
1:00 Letʼ s

コロガードクラシック
1 日目
8:30 あすゴル！ゴルフ部 #49 ▽8:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #84
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #21
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #29
10:00 ★ 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #11
10:30 ★ EASY GOLF #173
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #135
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #28
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #84 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 停波
二

8:30 インフォメーション

8:00 みんなの PGA ツアー

二

4:00 停波

深

深

0

0:00 ギア猿〜 PGA ショー 2019 をサルベージ！〜

7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ

▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #86
#7
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
2:00 インフォメーション

10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #51 ▽10:15 シャフトのトリセツ4 #1

ゴルフ真剣勝負
the MATCH
黄金世代ダブルス SP 2019
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 ゴルフの景色〜ココビーチG＆CC〜
1:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #30
1:30 インフォメーション
2:00 PGA ツアー 衛星生中継
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日

6:30 インフォメーション

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
8:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #86 ▽8:15 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3
8:30 あすゴル！ゴルフ部 #51 ▽8:45 シャフトのトリセツ4 #1
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #23
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #30
10:00 みんなの PGA ツアー 3 月号
10:30 ★ EASY GOLF #175
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #137
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #29
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #86 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 アマの志し #8
〜富士箱根カントリークラブ（静岡県）〜
2:00 インフォメーション

9
10:30 国内女子ツアー開幕特別企画

6:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23

#12
〜キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）〜
6:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #3＆4
6:30 インフォメーション
7:00 TEAM SERIZAWA 349
7:30 2018 年度 第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
9:00 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 2 日目
10:00 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 3 日目
11:00 ★ 江連っ寸 #6 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #51
11:30 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 最終日
1:00 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #3 ▽1:15 ゴルフの景色〜カーヌスティGL〜
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#24
2:00 インフォメーション

8

10

0:00 ゴル魂

5:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #84 ▽5:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #1

8:00 プレメンレッスン 2！〜堀尾研仁編〜 #1＆2

衛星生中継
アーノルド・パーマー
インビテーショナル
presented by
マスターカード
2 日目

13 水

4:00 インフォメーション

後

後

5

11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#23

5:00 プロの教え #3 ▽5:15 ゴルフの景色〜京葉 CC 〜

7:00 インフォメーション

二

12 火

（1:30~）PGA ツアー

午

午

4

とことん 1 番ホール生中継
ヨコハマタイヤ
ゴルフトーナメント
PRGR レディスカップ
2 日目
11:00 ★ 国内女子ツアー開幕特別企画
ゴルフ真剣勝負
the MATCH
黄金世代ダブルス SP 2019
1:00 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
ヨコハマタイヤ
ゴルフトーナメント
PRGR レディスカップ
2 日目
4:00 PGAツアーハイライト ▽4:15 江連っ寸 #5
4:30 みんなの PGA ツアー 3 月号
5:00 EASY GOLF #174
5:30 あすゴル！ゴルフ部 #50 ▽5:45 PGAツアーハイライト
6:00 PGA ツアー
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
2 日目

3 月号

11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #84 ▽11:15 ★プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #1

チャブクラシック
最終日
2:00 インフォメーション

0:30 PGA ツアー チャンピオンズ

7:00 アマの志し

8:00 ★ 国内女子ツアー

10:30 みんなの PGA ツアー

4:30 インフォメーション

二

衛星生中継
アーノルド・パーマー
インビテーショナル
presented by
マスターカード
1 日目

11 月

（2:30~）PGA ツアー

前

前

9

オープン
最終日

#134
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #84
1:00 PGA ツアー 2012 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜地元のヒーロー凱旋〜
2:00 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〜 #4

7
8

#13
9:30 TEAM SERIZAWA 348
〜湘南カントリークラブ（神奈川県）〜
10:00 衛星生中継
10:00 インフォメーション
二 ニュージーランド
10:30 PGA ツアー 2012 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜地元のヒーロー凱旋〜
オープン
11:30 インフォメーション
最終日
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 プロの教え #2
0:30 牧野裕の Enjoy Golf
1:00 インフォメーション
※最大延長 午後 5:00 1:30 PGA ツアー 2001
二 ザ・プレーヤーズ
2:00 PGA ツアー 2013
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日
チャンピオンシップ
優勝 : タイガー・ウッズ
最終日
優勝 : タイガー・ウッズ
4:30 インフォメーション
5:00 ★みんなの PGA ツアー 3 月号 5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #49
5:30 PGA ツアー
5:30 インフォメーション
二 ザ・ホンダ
6:00 PGA ツアー
二 ザ・ホンダ
クラシック
3 日目
クラシック
最終日

二

10 日

4:00 PGA ツアー

ニュース・レッスン・情報番組

午

午

6

（2:00~）PGA ツアー

8:30 インフォメーション

5
2017-18
アーノルド・パーマー インビテーショナル
6
presented by
マスターカード
7
最終日
優勝 : ローリー・マキロイ
8
8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し #1
9
〜森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
10:00 インフォメーション
10
10:30 PGA ツアー 2014-15 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜三つ巴の決戦〜
11
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #1＆2
0
0:30 プレ男レッスン〜 JUN 羽生編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1
1:30 PGA ツアー 2008
二 ザ・プレーヤーズ
2
チャンピオンシップ
最終日
3
優勝 : セルヒオ・ガルシア

9 土

4:00 PGA ツアー

その他の競技

夜

夜

1

※最大延長 午前 10:00

8 金

4

5:30 PGA ツアー

二

9:00 アマの志し

二

チャブクラシック
最終日
7:00 インフォメーション
7:30 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #1＆2
8:00 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #3＆4
8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し #14
〜石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 PGA ツアー 2013 ザ・プレーヤーズ
二 オフィシャルフィルム〜虎の咆哮、再び〜
11:30 インフォメーション
0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #84 ▽0:15 PGAツアーハイライト
0:30 あすゴル！ゴルフ部 #49 ▽0:45 プレメンレッスン2！〜芹澤大介編〜 #1
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー 2004
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : アダム・スコット

7 木

4:00 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 チャンピオンズ

9:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #29

8:30 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #3＆4

6 水

5:00 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

8:00 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #1＆2

10:30 ニュージーランド

11:00 ★ ギア猿〜 PGAショー 2019をサルベージ！〜

▽11:55 ★ギア猿のおまけ テーラーメイド M5／M6ドライバー
GOLF #172
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 江連っ寸 #4
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1:30 プレメンレッスン2！〜堀尾研仁編〜 #4 ▽1:45 PGAツアーハイライト
2:00 インフォメーション

衛星生中継
ザ・ホンダ
クラシック
最終日

8:00 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #1＆2

10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #49 ▽10:15 PGAツアーハイライト

0:00 EASY

二

4:00 停波

国内ツアー

深

深

0

※最大延長 午前 9:00

5 火

4:00 インフォメーション

オープン
3 日目

10
11

衛星生中継
ザ・ホンダ
クラシック
3 日目

4 月

（3:00~）PGA ツアー

PGAツアー チャンピオンズ

PGAツアー

午 後

午 後

4

ザ・ホンダ
クラシック
1 日目

※最大延長 午後 3:00

特集・おすすめ番組

ザ・プレーヤーズ特集

午 前

午 前

6

衛星生中継
ザ・ホンダ
クラシック
1 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。

