2020.03
1 日

4

（3:00~）PGA ツアー
二

5

衛星生中継
ザ・ホンダクラシック
3 日目

番 組 表
2 月

3 火

（3:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
ザ・ホンダクラシック
最終日

※最大延長 午前 9:00

午 後

7

11
0
1
2
3

3:00 プレメンレッスン 2！ 〜江連忠編〜 #1＆2

（2:00~）PGA ツアー
二

6
7

衛星生中継
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日

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
10

2
3

0:00 TEAM

3:30 プレメンレッスン 2！ 〜井上透編〜 #3＆4

17 火

11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #103

0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #128

1:00 江連っ寸3 〜ゴルフ上達の教え〜 #5 ▽1:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2

1:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
2:00 インフォメーション

11:00 あすゴル！ゴルフ部 #101 ▽11:15 ぎゅっと週刊国内ツアー #126

6:30 インフォメーション
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #101 ▽7:15 Taku Miyamoto

0:00 ギア猿

〜シャフトをサルベージ！〜

1:00 停波

コロガードクラシック
最終日
9:00 ★ ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報 ▽9:15 プレメン！大西翔太編 ＃1
9:30 PGA ツアー
二 ザ・ホンダクラシック
最終日

19 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 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〜

2013-14
バルスパー
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : ジョン・センデン

8:30 インフォメーション

9:00 PGAツアー 2014-15バルスパーチャンピオンシップ

最終日 ダイジェスト 優勝 : ジョーダン・スピース

10:00 インフォメーション

10:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #128
11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48
11:30 インフォメーション

0:00 プレメンレッスン！3 田島創志編 #1＆2
0:30 プレメンレッスン！3 田島創志編 #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

5:30 PGA ツアー
二

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

20 金

8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し

#7
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #1＆2
11:00 ゴルフ★パラダイス #11 ▽11:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2
11:30 インフォメーション
0:00 プレメンレッスン！3 目澤秀憲編 #1＆2
0:30 プレメンレッスン！3 目澤秀憲編 #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
3 日目

5:30 PGA ツアー
二

2018-19
バルスパー
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : ポール・ケイシー

8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し

#8
〜富士箱根カントリークラブ（静岡県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3 ▽10:45 プロの教え #3
11:00 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
11:30 インフォメーション
0:00 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #1＆2
0:30 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #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
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 ぎゅっと週刊国内ツアー #128

▽6:10 ギア猿のおまけ テーラーメイドSIM ／SIM Maxドライバー
▽6:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2
6:30 インフォメーション
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #103 ▽7:15 プロの教え #1
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48
8:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ホーグクラシック
1 日目
9:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ホーグクラシック
2 日目

5:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #23

5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #103
6:00 みんなの PGA ツアー

3 月号
6:30 インフォメーション
7:00 2019 年度 第 61 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
8:30 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
9:00 ★ 生田衣梨奈の VS ゴルフ #11
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #56
10:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #128
10:30 ★ EASY GOLF #227
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ 江連っ寸3 〜ゴルフ上達の教え〜 #6 ▽11:45 ★ゴルフ★パラダイス #11
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #75
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #128
1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2
1:30 ゴルフのたすき2019特番「教える人 教わる人 9ホールChallenge」
2:00 インフォメーション

5:00 ギア猿〜 PGA ショー 2020 をサルベージ！〜

Golf
6:30 インフォメーション
7:00 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
7:30 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3 ▽7:45 プロの教え #4
8:00 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #3＆4
8:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48
9:00 TEAM SERIZAWA 373
9:30 ギア猿〜 PGA ショー 2020 をサルベージ！〜
▽10:40 ギア猿のおまけ テーラーメイドSIM ／SIM Maxドライバー
▽10:45 あすゴル！ゴルフ部 #103
11:00 ゴルフ真剣勝負
11:30 ★ プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3 ▽11:45 Taku Miyamoto RANGE ROVER 4
the MATCH #47
0:00 PGA ツアー チャンピオンズ
吉田優利 vs 澁澤莉絵留
二 ホーグクラシック
1:00 アマの志し #8
最終日
〜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
2:00 インフォメーション

衛星生中継
バルスパー
チャンピオンシップ
1 日目

GOLF #227
7:30 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
8:00 PGA ツアー
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
1 日目
11:00 PGA ツアー
二

ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
2 日目

2:00 PGAツアーハイライト ▽2:15 あすゴル！ゴルフ部 #103
2:30 みんなの PGA ツアー
3:00 PGA ツアー

3:30 プレメンレッスン2！ 〜堀尾研仁編〜 #3＆4

（3:00~）PGA ツアー
二

7:00 橋本マナミの Leaderʼ

s GOLF #75
7:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #56
8:00 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3 ▽8:15 あすゴル！ゴルフ部 #103
8:30 TEAM SERIZAWA 373
9:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #23
9:30 江連っ寸3 〜ゴルフ上達の教え〜 #6 ▽9:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3
10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48
10:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
11:00 Taku Miyamoto RANGE ROVER 4 ▽11:15 PGAツアーハイライト
11:30 ゴルフのたすき2019特番「教える人 教わる人 9ホールChallenge」
0:00 PGA ツアー
二 バルスパー
チャンピオンシップ
2 日目

3 月号

ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
3 日目

4:00 ギア猿〜 PGA ショー 2020 をサルベージ！〜

ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日

9:00 PGAツアーハイライト ▽9:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3

9:00 放送開始直前！白金台女子ゴルフ部

6:00 PGA ツアー
二

3:30 プレメンレッスン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4

3:00 プレメンレッスン！3 田島創志編 #1＆2
3:30 プレメンレッスン！3 田島創志編 #3＆4

二ヶ国語放送 ★ 初オンエア番組

生中継

3:00 プレメンレッスン！3 目澤秀憲編 #1＆2
3:30 プレメンレッスン！3 目澤秀憲編 #3＆4

3:00 PGA ツアー
二

衛星生中継
バルスパーチャンピオンシップ 1 日目

▽1:15 あすゴル！ゴルフ部 #101

1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47
2:00 ★ 放送開始直前！白金台女子ゴルフ部
2:30 TEAM

SERIZAWA 372
3:00 EASY GOLF #225
3:30 PGAハイライト ▽3:45 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報
4:00 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #1 ▽4:15 プロの教え #9
4:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #23
5:00 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
2 日目

1
2
3
4
5
6

1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 江連っ寸3 〜ゴルフ上達の教え〜 #5
1:30 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報 ▽1:45 プレメン！大西翔太編 ＃1
2:00 2019 年度

第 61 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
3:30 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
3 日目

9:00 ★ ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報 ▽9:15 PGAハイライト
9:30 プレメンレッスン！3 田島創志編 #1＆2

9

教わる人 9ホールChallenge」
10
10:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
11:00 ★ 国内女子ツアー ダイキンオーキッド
11
レディスゴルフトーナメント 3 日目
0:00 PGAハイライト ▽0:15 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報
0
0:30 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #1 ▽0:45 プロの教え #10
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1
1:30 プレメンレッスン！3 田島創志編 #3＆4
2:00 インフォメーション
2
2:30 PGA ツアー 衛星生中継
二 アーノルド・パーマーインビテーショナル
3
presented by マスターカード 3 日目

22 日

二

4

衛星生中継
バルスパー
チャンピオンシップ
3 日目

5

※最大延長 午前 8:00

▽7:15 インフォメーション
▽7:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3
8:00 ★ 国内女子ツアー
T ポイント ENEOS
ゴルフトーナメント
2 日目

6
7
8
9
10

11:00 みんなの PGA ツアー

3 月号

11:30 放送開始直前！白金台女子ゴルフ部

0:00 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
0:30 2019 年度

第 25 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48
2:00 EASY GOLF #227
2:30 PGAツアーハイライト ▽2:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3
3:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #47
吉田優利 vs 澁澤莉絵留
5:00 PGA ツアー
二

バルスパー
チャンピオンシップ
3 日目

11
0
1
2
3
4
5
6
7

9:30 PGA ツアー
二

バルスパー
チャンピオンシップ
1 日目

1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3
2:00 インフォメーション

9:30 PGA ツアー
二

3:00 PGA ツアー
二

衛星生中継
バルスパーチャンピオンシップ 2 日目

バルスパー
チャンピオンシップ
2 日目

#102
▽10:15 ★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 ギア猿
〜 PGA ショー 2020 をサルベージ！〜
▽0:55ギア猿のおまけ テーラーメイドSIM ／SIM Maxドライバー
1:00 PGAハイライト ▽1:15 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報
1:30 PGA ツアー 衛星生中継
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

衛星生中継
バルスパー
チャンピオンシップ
最終日

1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3
2:00 PGA ツアー

衛星生中継
バルスパー
チャンピオンシップ 3 日目

10:30 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
11:00 ★ 国内女子ツアー

T ポイント ENEOS
ゴルフトーナメント 最終日
0:30 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1:30 ★ オンデマンドでみよう！3月号 ▽1:45 プロの教え #5
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

0
1
2
3

2:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #127

2:30 PGAツアーハイライト ▽2:45 あすゴル！ゴルフ部 #102
3:00 インフォメーション
3:30 PGA ツアー

4:30 インフォメーション

5:30 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

6:30 インフォメーション

7:00 国内女子ツアー ダイキンオーキッド

ホーグクラシック
1 日目
9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #127
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #55
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 373
10:30 ★ EASY GOLF #226
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 ★ゴルフ★パラダイス #10
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #74
0:30 ★ 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 前半

レディスゴルフトーナメント 3 日目

二

0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #127

※最大延長 深夜 3:00

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
9:30 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
11:30 ★プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2
▽11:45 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
▽1:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2
2:00 インフォメーション

3:00 ★ PGA ツアー ザ・プレーヤーズ

3:00 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #1＆2

2:30 インフォメーション

チャンピオンシップ 練習ラウンド生中継 後半

24 火

25 水

4:00 インフォメーション （3:00~）WGC

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〜

二

二

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

8:30 インフォメーション

9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #129

9:30 PGAツアーハイライト ▽9:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3

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 ぎゅっと週刊国内ツアー #129

0:30 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
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

4:30 インフォメーション

5:30 WGC
二

2018-19
デルテクノロジーズ
マッチプレー
最終日
優勝 : ケビン・キスナー

8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し

#10
〜フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン！3 堀口(Norry)宜篤編 #3＆4
11:00 ゴルフ★パラダイス #12 ▽11:15 プロの教え #9
11:30 インフォメーション
0:00 ギア猿〜PGAショー2020をサルベージ！〜
▽1:10 ギア猿のおまけ テーラーメイドSIM ／SIM Maxドライバー
▽1:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3
1:30 インフォメーション
2:00 PGA ツアー
二 バルスパー
チャンピオンシップ
最終日

5:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #129

5:00 インフォメーション

6:00 プロの教え #8 ▽6:15 あすゴル！ゴルフ部 #104

6:00 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。

5:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
6:30 インフォメーション
7:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #47
吉田優利 vs 澁澤莉絵留

5:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48
6:30 インフォメーション
7:00 国内女子ツアー

3:30 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #3＆4

26 木

4:00 インフォメーション

5:30 WGC

8:00 国内女子ツアー

衛星生中継
デルテクノロジーズ
マッチプレー
1 日目

2:00 インフォメーション

GOLF #228
Golf
11:30 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3 ▽11:45 ★ゴルフ★パラダイス #12
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #76
0:30 PGA ツアーハイライト
▽0:45 ギア猿〜PGAショー2020をサルベージ！〜
▽1:55 ギア猿のおまけ テーラーメイドSIM ／SIM Maxドライバー
2:00 インフォメーション

s GOLF #76
9:30 牧野裕の Enjoy Golf
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン2！ 〜江連忠編〜 #1＆2
11:00 プレメンレッスン2！ 〜江連忠編〜 #3＆4
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！」#48
0:30 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #4 ▽0:45 プロの教え #11
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 #12
2:00 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
2:30 インフォメーション
3:00 ゴルフのたすき2019特番「教える人 教わる人 9ホールChallenge」
3:30 あすゴル！ゴルフ部 #104 ▽3:45 PGAツアーハイライト
4:00 インフォメーション
4:30 みんなの PGA ツアー 3 月号
5:00 WGC
二 デルテクノロジーズ
マッチプレー
1 日目

T ポイント ENEOS
ゴルフトーナメント
2 日目

3:00 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #1＆2

3:00 プレメンレッスン2！ 〜井上透編〜 #1＆2

11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 あすゴル！ゴルフ部 #104
0:00 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3 ▽0:15 プロの教え #7

0:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #129
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48

3:30 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #3＆4

3:30 プレメンレッスン2！ 〜井上透編〜 #3＆4

T ポイント ENEOS
ゴルフトーナメント 最終日
11:30 ★ プレメンレッスン！3 大西翔太編 #4 ▽11:45 プロの教え #10
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48
0:30 放送開始直前！白金台女子ゴルフ部
1:00 ゴルフのたすき2019特番「教える人 教わる人 9ホールChallenge」
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 WGC
二

衛星生中継
デルテクノロジーズマッチプレー 1 日目

二

ホーグクラシック
最終日

4:00 インフォメーション

4:30 ギア猿〜 PGA ショー 2020 をサルベージ！〜

▽5:40ギア猿のおまけ テーラーメイドSIM ／SIM Maxドライバー
▽5:45 あすゴル！ゴルフ部 #102
6:00 インフォメーション
6:30 PGA ツアー 2018-19
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : ローリー・マキロイ

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
二 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
2 日目

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

11:30 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #47
吉田優利 vs 澁澤莉絵留

1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #4

2:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #56
2:30 インフォメーション

3:00 生田衣梨奈の VS ゴルフ #11
3:30 EASY

4:30 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

二

11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #4
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
二 デルテクノロジーズマッチプレー 2 日目
二

GOLF #228

4:00 インフォメーション

8:00 WGC

3 月号
8:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #55
9:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #23
9:30 放送開始直前！白金台女子ゴルフ部
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #1＆2
11:00 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #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！3 大西翔太編 #2
0:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
1:00 インフォメーション
1:30 アマの志し #6
〜成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）〜
2:30 インフォメーション
3:00 プレメンレッスン！3 目澤秀憲編 #1＆2
3:30 EASY GOLF #226
4:00 インフォメーション
4:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #74
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2
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
1 日目

デルテクノロジーズ
マッチプレー
2 日目

二

15 日

衛星生中継
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
2 日目

8:00 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
8:30 ★ 国内女子ツアー

（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

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #102
0:30 ゴルフのたすき2019特番「教える人

教わる人 9ホールChallenge」

1:00 プロの教え #12 ▽1:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2

1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47
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 2 日目

28 土

衛星生中継
デルテクノロジーズ
マッチプレー
3 日目

4
5
6

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

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 1日目
0:30 ★ 豪華賞品ゲットなるか！? グリッジカップ2019
1:00 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
1:30 ギア猿〜PGAショー2020をサルベージ！〜
▽2:40 ギア猿のおまけ テーラーメイドSIM ／SIM Maxドライバー
▽2:45 PGA ツアーハイライト
3:00 TEAM SERIZAWA 374
3:30 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
4:00 あすゴル！ゴルフ部 #104 ▽4:15 PGAツアーハイライト
4:30 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
7:30 WGC
二 デルテクノロジーズ
マッチプレー
3 日目

明治安田生命レディス ヨコハマタイヤ
ゴルフトーナメント 最終日
※最大延長 午前 10:45

9

7
8:00 みんなの PGA ツアー

3 月号

PLAYBACK1 番ホール
明治安田生命レディス
ヨコハマタイヤ
ゴルフトーナメント
2 日目
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47
0:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プロの教え #13
2:00 インフォメーション

8
9
10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #103 ▽10:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2

10:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47
11:00 放送開始直前！白金台女子ゴルフ部

11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プロの教え #14

0:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二

二

二

ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ 3 日目

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

▽7:15 インフォメーション
▽7:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #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 11:00

10:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
11:00 ★ 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
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 あすゴル！ゴルフ部 #104
1:00 EASY GOLF #228
1:30 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

30 月

（11:00~）WGC
二

衛星生中継
デルテクノロジーズ
マッチプレー
最終日
※最大延長 午前 10:30

▽8:15 プレメンレッスン2！ 〜江連忠編〜 #1＆2
▽8:45 プロの教え #4
9:00 インフォメーション
9:30 アマの志し #11
〜東富士カントリークラブ（静岡県）〜
10:30 インフォメーション
11:00 ★ 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
最終日
1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 あすゴル！ゴルフ部 #105
2:00 牧野裕の Enjoy Golf
2:30 インフォメーション
3:00 WGC
二 デルテクノロジーズ
マッチプレー
最終日

衛星生中継
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ 最終日

5:00 PGA ツアー

2016-17
二 バレロテキサス
オープン
最終日 後半
優勝 : ケビン・チャペル

8:00 インフォメーション
8:30 PGA ツアー
二

11:30 インフォメーション

0:00 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #4 ▽0:15 プロの教え #13

0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #130
1:00 インフォメーション
1:30 ゴルフのたすき2019特番「教える人

教わる人 9ホールChallenge」

2:00 放送開始直前！白金台女子ゴルフ部
2:30 インフォメーション

3:00 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
3:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48

4:00 みんなの PGA ツアー 3 月号
4:30 インフォメーション

5:00 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #4 ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #105

6:30 WGC
二

9:30 PGA ツアーハイライト

▽9:45 ★国内女子ツアー アクサレディス
10:30 PGAツアーハイライト ▽10:45 江連っ寸3 〜ゴルフ上達の教え〜 #6 10:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #23
ゴルフトーナメント in MIYAZAKI 最終日
11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #104 11:00 WGC
11:00 WGC
11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー #130
二 衛星生中継
二 衛星生中継
11:30 PGA ツアー
11:30 2019 年度 第 61 回
二 衛星生中継
デルテクノロジーズ
デルテクノロジーズ
日本女子アマチュア
マッチプレー
マッチプレー
コラレス
ゴルフ選手権競技
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #130
4 日目
最終日
プンタカナリゾート＆クラブ
1:30 オンデマンドでみよう！3月号 ▽1:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #4
チャンピオンシップ
2:00 インフォメーション
2 日目
2:30 インフォメーション
3:00 WGC 衛星生中継
3:00 プレメンレッスン2！ 〜江連忠編〜 #1＆2
二 デルテクノロジーズマッチプレー 3 日目
3:30 プレメンレッスン2！ 〜江連忠編〜 #3＆4

11
0
1
2
3

4
5
6
7
8

コラレス
9
プンタカナリゾート＆クラブ
チャンピオンシップ
10
1 日目

6:00 インフォメーション

デルテクノロジーズ
マッチプレー
4 日目

10

31 火

4:00 インフォメーション

5:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #130

7:00 WGC

10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #105 ▽10:15 PGAツアーハイライト

ホーグクラシック
最終日

2:00 PGA ツアー

3:00 PGA ツアー 衛星生中継

29 日

二

8

▽10:15 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
10
▽10:45 あすゴル！ゴルフ部 #102
11:00 ★ debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
11
11:30 ギア猿〜 PGA ショー 2020 をサルベージ！〜
0:00 ゴルフ真剣勝負
▽0:40 ギア猿のおまけ テーラーメイドSIM ／SIM Maxドライバー
0
▽0:45 PGA ツアーハイライト
the MATCH #47
吉田優利 vs 澁澤莉絵留 1:00 EASY GOLF #226
1
1:30 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2
2:00 PGAツアーハイライト ▽2:15 あすゴル！ゴルフ部 #102
▽1:45 国内女子ツアー
2
2:30 江連っ寸3 〜ゴルフ上達の教え〜 #5 ▽2:45 Taku Miyamoto RANGE ROVER 4
PLAYBACK1 番ホール
3:00 PGA ツアー
明治安田生命レディス
3
二 ザ・プレーヤーズ
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 最終日
4:00 TEAM SERIZAWA 373
チャンピオンシップ
4
4:30 PGAツアーハイライト ▽4:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2
2 日目
5:00 PGA ツアー
5
二 ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
6
3 日目

（11:00~）WGC
二

8:00 ★ 国内女子ツアー とことん1 番ホール生中継

とことん 1 番ホール生中継
明治安田生命レディス
ヨコハマタイヤ
ゴルフトーナメント
2 日目

8:30 国内女子ツアー

（3:00~）WGC
二

14 土

（2:00~）PGA ツアー

7
8:00 みんなの PGA ツアー

9:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47

27 金

二

衛星生中継
ザ・プレーヤーズ
チャンピオンシップ
1 日目

10:00 PGA ツアー

（3:00~）WGC

9:00 橋本マナミの Leaderʼ

9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #56

10:30 ★ EASY

2:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ

8:00 ★ 国内女子ツアー

10:00 ★ TEAM SERIZAWA 374 10:00 国内女子ツアー
11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー #129 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy

二

1:30 インフォメーション

5:00 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」

7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ

0:00 あすゴル！ゴルフ部 #102 ▽0:15 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報
1:00 停波

2013
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 ぎゅっと週刊国内ツアー #127

11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #1

9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #129

10
11

1:30 インフォメーション

6:30 インフォメーション

11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー #127

※最大延長 午前 9:30

▽7:15 インフォメーション
▽7:45 プロの教え #3
8:00 ゴルフのたすき2019特番「教える人 教わる人 9ホールChallenge」
8:30 インフォメーション
9:00 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
9:30 プレメンレッスン！3 堀口(Norry)宜篤編 #1＆2
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #1＆2
11:00 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 アマの志し #9
〜清川カントリークラブ（神奈川県）〜
1:00 インフォメーション
1:30 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #3 ▽1:45 プロの教え #6
2:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#48
2:30 インフォメーション
3:00 2019 年度 第 25 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 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #104
5:30 インフォメーション
6:00 PGA ツアー
二 バルスパー
チャンピオンシップ
最終日

9
10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #104 ▽10:15 PGAツアーハイライト

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

9:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」

二

コロガードクラシック
最終日
8:30 インフォメーション
9:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47
9:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #127
10:00 インフォメーション
10:30 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
二

5:30 PGA ツアー

10:00 ★あすゴル！ゴルフ部

（2:00~）PGA ツアー

7:00 PGA ツアー チャンピオンズ

13 金

（2:00~）PGA ツアー

5:00 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
7:00 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
9:00 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 ダイジェスト 優勝 : ジェイソン・デイ
10:00 インフォメーション
10:30 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 後半
優勝 : ウェブ・シンプソン

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
8:30 インフォメーション
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 前半
11:00 ゴルフ★パラダイス #10 ▽11:15 プロの教え #11
11:30 インフォメーション
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 インフォメーション
2:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 ホーグクラシック
2 日目
二

5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #102
二

※最大延長 午前 5:30

5:30 PGA ツアー

4:30 インフォメーション

9:00 ★ ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報 ▽9:15 PGAハイライト

23 月

（2:00~）PGA ツアー

練習ラウンド生中継 後半

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

7

8

二

3:00 プレメンレッスン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2

衛星生中継
バルスパー
チャンピオンシップ
2 日目

▽5:10 ギア猿のおまけ テーラーメイドSIM ／SIM Maxドライバー
▽5:15 PGA ツアーハイライト
5:30 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
6:00 アジアパシフィック
二 女子アマチュア
ゴルフ選手権
最終日

5:00 放送開始直前！白金台女子ゴルフ部
6:00 牧野裕の Enjoy

レディスゴルフトーナメント 2 日目

11:00 ★ ギア猿〜 PGAショー 2020をサルベージ！〜

21 土

7:00 EASY

二

4:30 インフォメーション

3 月号

3:00 プレメンレッスン2！ 〜堀尾研仁編〜 #1＆2

二

二

9:30 みんなの PGA ツアー

3:00 プレメンレッスン2！ 〜星野豪史編〜 #1＆2

（3:00~）PGA ツアー

※最大延長 午前 9:00

▽8:15 インフォメーション
8
▽8:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #1
the MATCH #47
9:00 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報 ▽9:15 Taku Miyamoto RANGE ROVER 4
吉田優利 vs 澁澤莉絵留
9
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #55
10:00 ニュージーランド
10:00 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報
10
二 オープン
▽10:15 二
最終日
ニュージーランド
11
オープン
3 日目
0

10:00 ★ 国内女子ツアー ダイキンオーキッド 10:00 ゴルフのたすき2019特番「教える人

#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

1:00 アマの志し

7

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
▽7:15 プレメンレッスン2！ 〜芹澤大介編〜 #1＆2
▽7:45 プロの教え #2
8:00 プレメンレッスン2！ 〜芹澤大介編〜 #3＆4
8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し #5
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 ゴルフのたすき2019特番「教える人 教わる人 9ホールChallenge」
11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47
11:30 インフォメーション
0:00 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報 ▽0:15 プレメン！大西翔太編 ＃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 2001
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
二

8
9:00 ★ ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報 ▽9:15 PGAハイライト

▽0:10 ★ギア猿のおまけ テーラーメイドSIM ／SIM Maxドライバー
▽0:15 PGA ツアーハイライト
0:30 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報 ▽0:45 プレメン！大西翔太編 ＃1
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

0:30 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報 ▽0:45 プロの教え #8

6

8:00 ゴルフ真剣勝負

二

3:30 プレメンレッスン2！ 〜星野豪史編〜 #3＆4

4:00 インフォメーション

5:30 PGA ツアー

RANGE ROVER 4

7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ

11:30 ★ プレメンレッスン！3 大西翔太編 #1 ▽11:45 プロの教え #6

3:30 プレメンレッスン 2！ 〜江連忠編〜 #3＆4

18 水

6:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47

5

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

12 木

4:00 インフォメーション

デルテクノロジーズ
マッチプレー
最終日

9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #57

11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #130

10
GOLF #229
Golf
11
11:30 あすゴル！ゴルフ部 #105 ▽11:45 ★ゴルフ★パラダイス #13
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #77
0
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #130
1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #4
1
1:30 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
2:00 インフォメーション
2
10:30 ★ EASY

11:00 ★ 牧野裕の Enjoy

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

夜

夜

1

11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47

the MATCH #47
吉田優利 vs 澁澤莉絵留

5:30 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #3＆4

二

11 水

（3:00~）★ PGAツアー ザ・プレーヤーズチャンピオンシップ

（1:00~）停波

深

深

0

11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー #128

3 月号

11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #126 ▽11:15 PGAツアーハイライト

※最大延長 午前 9:30

▽7:15 インフォメーション
▽7:45 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #2
8:00 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
8:30 インフォメーション
9:00 ゴルフのたすき2019特番「教える人 教わる人 9ホールChallenge」
9:30 プレメンレッスン！3 目澤秀憲編 #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 プレメンレッスン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2
0:30 プレメンレッスン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4
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！3 大西翔太編 #2 ▽2:15 Taku Miyamoto RANGE ROVER 4
2:30 インフォメーション
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 あすゴル！ゴルフ部 #103
3:30 debut！オノフ赤の結論。飛びを選べる2つのAKAドライバー。
4:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #47
吉田優利 vs 澁澤莉絵留

8

11

10:30 みんなの PGA ツアー

9:00 ★ゴルフ真剣勝負

5:00 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #1＆2

GOLF #225
8:30 あすゴル！ゴルフ部 #101 ▽8:45 江連っ寸3 〜ゴルフ上達の教え〜 #5
9:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47
9:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #73
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン2！ 〜堀尾研仁編〜 #1＆2
11:00 プレメンレッスン2！ 〜堀尾研仁編〜 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 PGAハイライト ▽0:15 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報
0:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
1:00 インフォメーション
1:30 アマの志し #5
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
2:30 インフォメーション
3:00 ぎゅっとダイキンオーキッドレディス結果速報 ▽3:15 プレメン！大西翔太編 ＃1
3:30 2019 年度 第 25 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
4:30 インフォメーション
5:00 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
1 日目

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

10 火

（1:30~）PGA ツアー

後

後

5

〜シャフトをサルベージ！〜

4:30 インフォメーション

8:00 EASY

二

9 月

（2:30~）PGA ツアー

午

午

4

6:30 ギア猿

二

第 104 回
日本アマチュア
ゴルフ選手権競技
8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し #4
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン2！ 〜星野豪史編〜 #1＆2
11:00 プレメンレッスン2！ 〜星野豪史編〜 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 プレメンレッスン！3 大西翔太編 #1 ▽0:15 プロの教え #7
0:30 ゴルフのたすき2019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 ザ・ホンダクラシック
3 日目

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

4

ニュース・レッスン・情報番組

午 前

午 前

10

6:00 インフォメーション

5:00 PGA ツアー チャンピオンズ

7:00 2019 年度

8 日

7 土

4:00 PGA ツアー

その他の競技

夜

夜

9

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

3:00 プレメンレッスン 2！ 〜井上透編〜 #1＆2

衛星生中継
二 ザ・ホンダクラシック 最終日

6

8

5:30 プレメンレッスン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2

5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 ぎゅっと週刊国内ツアー #126

3:00 PGA ツアー

オープン
最終日

1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プロの教え #1

5

7

2017-18
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
優勝 : ローリー・マキロイ
8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し #3
〜南総カントリークラブ（千葉県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4
11:00 ゴルフ★パラダイス #9 ▽11:15 プロの教え #4
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！」#47
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #126 ▽0:45 プロの教え #5
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 ザ・ホンダクラシック
2 日目
二

4:30 インフォメーション

2:00 インフォメーション

二

16 月

4

5:30 PGA ツアー

4:30 インフォメーション

SERIZAWA 372
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #126 ▽0:45 プロの教え #2
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

10:30 ニュージーランド

6 金

4:00 PGA ツアー

国内女子ツアー

深

深

3

2017-18
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
優勝 : ローリー・マキロイ
8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し #2
〜京葉カントリー倶楽部（千葉県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメンレッスン 2！ 〜江連忠編〜 #1＆2
11:00 プレメンレッスン 2！ 〜江連忠編〜 #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 あすゴル！ゴルフ部 #101
0:30 ゴルフのたすき2019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 ザ・ホンダクラシック
最終日

コロガードクラシック
1 日目
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #55
10:00 ★ 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #23
10:30 ★ EASY GOLF #225
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ 江連っ寸3 〜ゴルフ上達の教え〜 #5 ▽11:45 ★ゴルフ★パラダイス #9
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #73
0:30 あすゴル！ゴルフ部 #101 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #126 ▽1:15 プロの教え #3
1:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」
2:00 インフォメーション

0

2

5:30 PGA ツアー

二

10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #101 ▽10:15 PGAツアーハイライト

5 木

二

8:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ

9

1

5:00 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#47

8

11

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〜

（1:00~）停波

国内ツアー

午 後

▽8:15 インフォメーション
8
二 ニュージーランド
▽8:45 プロの教え #1
9:00 アマの志し #1
オープン
9
最終日
〜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 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
11:30 インフォメーション
0:00 2019 年度 第 25 回
0
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
※最大延長 午後 5:00 1:30 アマの志し #12
2:00 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #1＆2
〜キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）〜
2
2:30 アイデンティティ -identity-「黄金世代と呼ばれて」 2:30 インフォメーション
3:00 ゴルフ真剣勝負
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 あすゴル！ゴルフ部 #101
3
3:30 プレメンレッスン！3 和田泰朗編 #3＆4
the MATCH #46
4:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #54
古江彩佳 vs 安田祐香
4
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 牧野裕の Enjoy Golf
5
5:30 PGA ツアー
5:30 PGA ツアー
二 ザ・ホンダクラシック
二 ザ・ホンダクラシック
6
3 日目
最終日
8:00 衛星生中継

10

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 前

午 前

7

4 水

4:00 インフォメーション

二

6

特集・おすすめ番組

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。

