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5:00 イメージスイング
5:30 PGA ツアー

2017-18
二 バレロテキサス
オープン
最終日 後半
優勝 : アンドリュー・ランドリー

8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し

#12
〜キングフィールズ GC（千葉県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 アイデンティティ
11:00 ゴル★パラ#13 ▽11:15 プレメン 3 #4
11:30 インフォメーション
0:00 プレメン 2！ 堀尾研仁編 #1＆2
0:30 プレメン 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
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
4:30 インフォメーション
5:00 2019 年度 第 61 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
6:30 インフォメーション
7:00 アイデンティティ
7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
クラシック 1 日目
9:00 ★ゴルフ真剣勝負
the MATCH #48
時松隆光 vs 中西直人
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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 アイデンティティ

5:00 イメージスイング

5:00 イメージスイング

5:00 イメージスイング
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5:30 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

9:00 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 1 日目
10:00 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
1:00 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
2:30 アイデンティティ
3:00 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 最終日
5:30 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 最終日
▽6:45 江連っ寸 4 〜ゴルフ上達の教え〜 #1
7:00 国内女子ツアー
ヤマハ
レディース
オープン
葛城
3 日目
10:00 ★あすゴル！107
▽10:15
国内女子ツアー
ヤマハレディース
オープン 葛城
最終日
▽1:15 クラウンズへの招待 2020 #2
1:30 イメージスイング
2:00 インフォメーション

5:30 PGA ツアー
二

バレロテキサス
オープン
3 日目

8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し

#3
〜南総 CC（千葉県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2
11:00 プレメン 2！ 大堀貴子編 #3＆4
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！107 ▽0:45 クラウンズへの招待
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！」#49
2:30 EASY GOLF #230
3:00 インフォメーション
3:30 国内男子ツアー
二 SMBC
シンガポール
オープン
1 日目 前半
6:30 インフォメーション
7:00 国内男子ツアー

5:30 PGA ツアー
二

バレロテキサス
オープン
最終日

8:30 インフォメーション

9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー
9:30 アイデンティティ

10:00 インフォメーション

11:30 インフォメーション

0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

0:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 ニュージーランド
二

オープン
1 日目

6:00 ギア猿〜新機能をサルベージ！〜

ホールインワンの奇跡

7:00 国内男子ツアー

24 金

25 土

4:00 インフォメーション
5:00 イメージスイング
5:30 PGA ツアー

2018-19
チューリッヒクラシック
オブ ニューオリンズ
最終日
優勝 : ライアン・パーマー
& ジョン・ラーム
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＆CC（山梨県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン 2！ 堀尾研仁編 #1＆2
11:00 プレメン 2！ 堀尾研仁編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 アマの志し #11
〜東富士 CC（静岡県）〜
1:00 インフォメーション
1:30 あすゴル！108 ▽1:45 プレメン！3 #2
2:00 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
2:30 インフォメーション
3:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #48
時松隆光 vs 中西直人
二

5:00 ギア猿〜新機能をサルベージ！〜

ホールインワンの奇跡
6:00 らく・ごる #24
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
クラシック
最終日
9:00 PGA ツアー
二 RBC ヘリテイジ
最終日

0:00 PGA ツアー チャンピオンズ

3:30 プレメン 2！ 堀尾研仁編 #3＆4

3:30 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4
4:00 インフォメーション

衛星生中継
チューリッヒ
クラシック
オブ ニューオリンズ
1 日目
7:30 EASY GOLF #232
8:00 ゴルフ６ ＃１
8:30 白金台女子ゴルフ部 #2
9:00 江連っ寸 4#2 ▽9:15 インフォメーション
9:30 アイデンティティ
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2
11:00 プレメン 2！ 大堀貴子編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 PGA̲HL ▽0:15 プレメン！3 #3
0:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 チューリッヒ
クラシック
オブ
ニューオリンズ
1 日目
4:30 インフォメーション
5:00 アマの志し #12
〜キングフィールズ GC（千葉県）〜
6:00 PGA̲HL ▽6:15 クラウンズへの招待
6:30 インフォメーション
7:00 あすゴル！108 ▽7:15 プロの教え #5
7:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
8:00 PGA ツアー
二 チューリッヒ
クラシック
オブ
ニューオリンズ
1 日目
11:00 みんなの PGA ツアー 4 月号
11:30 PGA̲HL ▽11:45 クラウンズへの招待
0:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 三菱エレクトリック
クラシック
最終日
2:00 インフォメーション

衛星生中継
チューリッヒ
クラシック
オブ ニューオリンズ
2 日目
7:30 橋本マナミのリーダーズ #80
8:00 TEAM SERIZAWA 375
8:30 国内男子ツアー 2014
中日クラウンズ
最終日
優勝 : 金 亨成

二

0:30 江連っ寸 4#1 ▽0:45 クラウンズへの招待
1:00 インフォメーション
1:30 ニュージーランド
二

オープン
2 日目

4:30 PGA ツアー
二

7:00 2019 年度

11:30 PGA ツアー チャンピオンズ

ラピスキャンシステムズ
クラシック 2 日目
1:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
クラシック 最終日
2:30 イメージスイング
3:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
3:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
チューリッヒクラシック
オブ ニューオリンズ
3 日目

※最大延長 午前 8:00

▽7:15 インフォメーション
▽7:45 クラウンズへの招待 2020 #2
8:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #58
8:30 らく・ごる #24
9:00 国内男子ツアー 2017
中日クラウンズ
最終日
優勝 : 宮里 優作
11:00 国内男子ツアー 2015 11:00 国内男子ツアー 2018
中日クラウンズ
中日クラウンズ
最終日
最終日
優勝 :I・J・ジャン
優勝 :Y・E・ヤン
1:00 国内男子ツアー 2016 1:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #48
中日クラウンズ
最終日
時松隆光 vs 中西直人
優勝 : 金 庚泰
3:00 あすゴル！108 ▽3:15 PGA̲HL 3:00 ギア猿〜新機能をサルベージ！〜
3:30 PGA ツアー
ホールインワンの奇跡
二 チューリッヒ
4:00 EASY GOLF #232
4:30 PGA̲HL ▽4:45 江連っ寸 4#2
クラシック
5:00 PGA ツアー
オブ
二 チューリッヒ
ニューオリンズ
2 日目
クラシック
6:30 みんなの PGA ツアー 4 月号
オブ
7:00 2020 男子ツアー開幕 SP
ニューオリンズ
7:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #3＆4
3 日目
8:00 PGA̲HL ▽8:15 クラウンズへの招待
8:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2
9:00 稲村亜美のゴルフ情報番組
「ゴルフスイッチ！」#49
10:00 PGA ツアー
10:00 ★あすゴル！109 ▽10:15 PGA̲HL
二 チューリッヒ
10:30 白金台女子ゴルフ部 #2
11:00 ゴルフ６ ＃１
クラシック
11:30 2019 年度 第 25 回
オブ
ニューオリンズ
日本ジュニアゴルフ選手権競技
0:30 PGA̲HL ▽0:45 クラウンズへの招待
2 日目
1:00 牧野裕の Enjoy Golf 1:00 稲村亜美のゴルフ情報番組
1:30 PGA̲HL ▽1:45 クラウンズへの招待
「ゴルフスイッチ！」#49
2:00 PGA ツアー
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
二 衛星生中継
3:00 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2
チューリッヒクラシック
チューリッヒクラシック
3:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #3＆4
オブ ニューオリンズ 3 日目
オブ ニューオリンズ 最終日

4:00 PGA ツアー
二

衛星生中継
RBC ヘリテイジ
1 日目

7:00 ギア猿〜新機能をサルベージ！〜

ホールインワンの奇跡
GOLF #231
8:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #57
9:00 橋本マナミのリーダーズ #79
9:30 らく・ごる #24
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
11:00 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 PGA̲HL ▽0:15 クラウンズへの招待
0:30 アイデンティティ
1:00 インフォメーション
1:30 ニュージーランド
二 オープン
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

5:00 国内男子ツアー
二

SMBC
シンガポール
オープン
3 日目

8:00 国内男子ツアー
二

SMBC
シンガポール
オープン
最終日

11:00 ★ 国内シニアツアー

二

26 日

18 土

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 #5
〜高坂 CC（埼玉県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
11:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 2019 年度 第 25 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 ニュージーランド
二 オープン
3 日目

10:00 あすゴル！107 ▽10:15 クラウンズへの招待
11:00 ★白金台女子ゴルフ部 #1

4:30 インフォメーション

17 金

3:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4

5:30 PGA̲HL ▽5:45 インフォメーション
6:00 ★ 国内女子ツアー

3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4
4:00 PGA ツアー
二

衛星生中継
RBC ヘリテイジ
2 日目

2017-18
二 RBC ヘリテイジ
最終日 前半
優勝 : 小平智

9:00 PGA ツアー

5:00 2019

3:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4

19 日

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
RBC ヘリテイジ
3 日目

二

2017-18
RBC ヘリテイジ
最終日 後半
優勝 : 小平智

0:00 プレメン 2！ 江連忠編 #1＆2
0:30 プレメン 2！ 江連忠編 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二

バレロテキサス
オープン
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 江連っ寸 4#1 ▽5:45 クラウンズへの招待

5:30 あすゴル！106 ▽5:45 クラウンズへの招待

5:00 みんなの PGA ツアー 4 月号

6:00 プレメン 2！ 井上透編 #1＆2
6:30 インフォメーション

7:00 プレメン 2！ 井上透編 #3＆4
7:30 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2

5:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #57
6:00 プレメン 2！ 江連忠編 #1＆2
6:30 インフォメーション
7:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #48
時松隆光 vs 中西直人

8:00 稲村亜美のゴルフ情報番組

「ゴルフスイッチ！」#49
9:00 ニュージーランド
二 オープン
3 日目

0:00 あすゴル！106 ▽0:15 クラウンズへの招待

0:30 PGA ツアー チャンピオンズ

ラピスキャンシステムズ
クラシック 2 日目
2:00 インフォメーション
二

9:00 2020 男子ツアー開幕 SP
9:30 ニュージーランド
二

オープン
最終日

10
11:00 国内女子ツアー

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 1 日目
1:00 あすゴル！107 ▽1:15 クラウンズへの招待
1:30 イメージスイング
2:00 インフォメーション
3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4

27 月

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
チューリッヒクラシック
オブ ニューオリンズ
最終日

※最大延長 午前 10:30

▽7:15 プロの教え #8
7:30 アマの志し #3
〜南総 CC（千葉県）〜
8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し #4
〜富士 CC（静岡県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2
11:00 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 牧野裕の Enjoy Golf
0:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 アマの志し #13
〜湘南 CC（神奈川県）〜
2:30 インフォメーション
3:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
3:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4
4:00 インフォメーション
4:30 アイデンティティ
5:00 あすゴル！109 ▽5:15 PGA̲HL
5:30 インフォメーション
6:00 PGA ツアー
二 チューリッヒ
クラシック
オブ
ニューオリンズ
最終日

11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー
11:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
0:00 アイデンティティ

0:30 PGA̲HL ▽0:45 プレメン！3 #4
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー
1:30 イメージスイング

2:00 インフォメーション
3:00 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2
3:30 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4

8:00 EASY

5:00 PGA̲HL ▽5:15 クラウンズへの招待
5:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4

7:00 みんなの PGA ツアー 4 月号
7:30 ★ 国内男子ツアー

とことん 1 番ホール生中継
東建ホームメイト
カップ
3 日目

10:30 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #48
時松隆光 vs 中西直人

0:30 2020 男子ツアー開幕 SP
1:00 国内男子ツアー

PLAYBACK1 番ホール
東建ホームメイト
カップ
3 日目

4:00 あすゴル！107 ▽4:15 PGA̲HL

4:30 白金台女子ゴルフ部 #1
5:00 国内シニアツアー

ノジマチャンピオンカップ
6:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
箱根シニアプロゴルフ
6:30 インフォメーション
トーナメント 1 日目
7:00 稲村亜美のゴルフ情報番組 7:00 国内シニアツアー
「ゴルフスイッチ！」#49
ノジマチャンピオンカップ
8:00 PGA ツアー
箱根シニアプロゴルフ
二 RBC ヘリテイジ
トーナメント 最終日
9:00 江連っ寸 4#1 ▽9:15 PGA̲HL
1 日目
9:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
10:00 PGA ツアー
二 RBC ヘリテイジ
11:00 ★ 国内シニアツアー
2 日目
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
1:00 PGA̲HL ▽1:15 クラウンズへの招待 1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1:30 イメージスイング
1:30 PGA̲HL ▽1:45 クラウンズへの招待
2:00 インフォメーション
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
3:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
RBC ヘリテイジ
3:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
3 日目

28 火

4:00 インフォメーション

29 水

4:00 停波

5:00 イメージスイング
5:30 PGA ツアー
二

2018-19
ウェルズファーゴ
チャンピオンシップ
最終日
優勝 : マックス・ホマ

8:30 インフォメーション

9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

9:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2

10:00 ★ 国内男子ツアー

とことん練習ラウンド生中継
中日クラウンズ
前半
0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー
0:30 あすゴル！109 ▽0:45 クラウンズへの招待
1:00 ★ 国内男子ツアー
とことん練習ラウンド生中継
中日クラウンズ
後半
3:00 稲村亜美のゴルフ情報番組
「ゴルフスイッチ！」#49
4:00 PGA̲HL ▽4:15 クラウンズへの招待
4:30 インフォメーション
5:00 ぎゅっと週刊国内ツアー
5:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
6:00 インフォメーション
6:30 PGA ツアー
二 チューリッヒ
クラシック
オブ
ニューオリンズ
最終日
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #58
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 376
10:30 ★ EASY GOLF #233
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 あすゴル！109 ▽11:45 ★ゴル★パラ#17
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #81
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー
1:00 アイデンティティ
1:30 PGA̲HL ▽1:45 クラウンズへの招待
2:00 インフォメーション
3:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
3:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4

※最大延長 午前 7:30

▽7:15 プレメン！3 大西翔太編 #1

7:30 ★ 国内男子ツアー

とことん 1 番ホール生中継
東建ホームメイト
カップ
最終日
▽10:15 クラウンズへの招待 2020 #1&2
▽10:45 あすゴル！107
11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組
「ゴルフスイッチ！」#49
0:00 ギア猿〜新機能をサルベージ！〜
ホールインワンの奇跡
1:00 PGA ツアーハイライト
▽1:15 国内男子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
東建ホームメイト
カップ
最終日
4:00 EASY GOLF #231
4:30 TEAM SERIZAWA 375
5:00 PGA ツアー
二 RBC ヘリテイジ
3 日目

11:30 アイデンティティ
0:00 2019

年度 第 61 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
1:30 PGA̲HL ▽1:45 クラウンズへの招待
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
RBC ヘリテイジ
最終日

30 木

4:00 インフォメーション
5:00 イメージスイング

6:00 イメージスイング
6:30 アイデンティティ

7:00 稲村亜美のゴルフ情報番組

「ゴルフスイッチ！」#49

5:30 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
6:00 プレメン！3 田島創志編 #3＆4

6:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
7:00 ★ 国内男子ツアー

とことん 1 番ホール生中継
中日クラウンズ
1 日目

8:00 国内男子ツアー

PLAYBACK 練習ラウンド
中日クラウンズ
前半
10:00 国内男子ツアー
PLAYBACK 練習ラウンド
中日クラウンズ
後半
0:00 国内男子ツアー 2010
中日クラウンズ
最終日
優勝 : 石川 遼
2:00 あすゴル！109 ▽2:15 クラウンズへの招待
2:30 国内男子ツアー 2013
中日クラウンズ
最終日
優勝 : 松村 道央
4:30 2020 男子ツアー開幕 SP
5:00 国内男子ツアー 2019
中日クラウンズ
最終日
優勝 : 宮本 勝昌

20 月

21 火

22 水

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
RBC ヘリテイジ
最終日

3:30 プレメン 2！ 江連忠編 #3＆4

4:00 インフォメーション

5:00 イメージスイング

5:00 イメージスイング

2016-17
チューリッヒクラシック
オブ ニューオリンズ
最終日 後半・プレーオフ
優勝 : ヨナス・ブリクスト
& キャメロン・スミス
8:30 インフォメーション
9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー
9:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン 2！ 江連忠編 #1＆2
11:00 プレメン 2！ 江連忠編 #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
0:30 プレメン！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 RBC ヘリテイジ
3 日目

2:00 2020 男子ツアー開幕 SP

2:30 生田衣梨奈の VS ゴルフ #12
3:00 インフォメーション

3:30 あすゴル！109 ▽3:45 江連っ寸 4#2
4:00 アイデンティティ

4:30 インフォメーション
5:00 国内男子ツアー

PLAYBACK1 番ホール
中日クラウンズ
1 日目

6:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
6:30 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 2！ 江連忠編 #1＆2

0:00 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
0:30 アイデンティティ

1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー
1:30 イメージスイング

3:30 プレメン 2！ 井上透編 #3＆4

5
6
7
8

9:00 国内男子ツアー

中日クラウンズ
1 日目

ホールインワンの奇跡
2:00 インフォメーション
3:00 PGA ツアー 衛星生中継
二

ウェルズファーゴチャンピオンシップ 1 日目

3

3:00 プレメン 2！ 星野豪史編 #1＆2
3:30 プレメン 2！ 星野豪史編 #3＆4

403ch

3

生中継

デジタルコンパクト

428ch

TEL: 0120- 039- 888

スカパー! カスタマーセンター
（総合窓口）
スカパー！ カスタマーセンターへお電 話 の 際 には、予め有 料 放 送 契 約 約 款
（http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/) とプライバシーポリシー
（http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/）の内容をご確 認 頂き、
同 意のうえご連 絡 下さい。

Ch.754
ひかりTV カスタマーセンター

TEL : 009192 -144

（ 通話無料 / 年中無休 / 受付時間10：00〜19：00）

※上記の電話番号がご利用になれない場合
TEL:0120-001144
（通話無料・携帯電話不可）

11

2

第 104 回
5
日本アマチュア
ゴルフ選手権競技
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
クラシック
8
2 日目
9:00 TEAM SERIZAWA 375
9
9:30 あすゴル！108 ▽9:45 クラウンズへの招待
10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組
10
「ゴルフスイッチ！」#49
11:00 ★白金台女子ゴルフ部 #2
11
11:30 アイデンティティ
0:00 PGA ツアー チャンピオンズ
0
二 三菱エレクトリック
クラシック
1
1 日目
2:00 インフォメーション
2

★ 初オンエア番組

デジタル

10

1

4

5:00 2019 年度

TEL: 0120- 999- 000

3

0
1:00 ギア猿〜新機能をサルベージ！〜

4:30 インフォメーション

※「PGAツアーハイライト」（PGA̲HL）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。

J:COM
カスタマーセンター

9
10:00 ★ 国内男子ツアー

5
2017-18
チューリッヒクラシック
6
オブ ニューオリンズ
最終日 後半
7
優勝 : ビリー・ホーシェル
& スコット・ピアシー
8
8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し #8
9
〜富士箱根 CC（静岡県）〜
10:00 インフォメーション
10
10:30 プレメン 2！ 星野豪史編 #1＆2
11:00 プレメン 2！ 星野豪史編 #3＆4
11
11:30 インフォメーション
0:00 アマの志し #9
0
〜清川 CC（神奈川県）〜
1:00 インフォメーション
1
1:30 PGA ツアー
二 RBC ヘリテイジ
2
最終日
二

お申し込み、お問 い 合わせは

2

6

4

※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。

1

5

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。

0

4

1

5:30 PGA ツアー

3:30 プレメン 2！ 江連忠編 #3＆4

二ヶ国語放送

4

8

8:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2

3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4

5:30 あすゴル！108 ▽5:45 PGA̲HL

3:00 プレメン 2！ 井上透編 #1＆2

11:30 あすゴル！108 ▽11:45 PGA̲HL

7

8:00 ゴルフ６ ＃１

3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2

5:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

2:00 インフォメーション

11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー

0

3
4:30 インフォメーション

三菱エレクトリック
クラシック
1 日目
9:00 ★ 生田衣梨奈の VS ゴルフ #12
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #58
10:00 ★ゴルフ６ ＃１
10:30 ★ EASY GOLF #232
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ 江連っ寸 4#2 ▽11:45 ★ゴル★パラ#16
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #80
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー
1:00 白金台女子ゴルフ部 #1
1:30 PGA̲HL ▽1:45 クラウンズへの招待
2:00 インフォメーション

11

7:30 らく・ごる #24

PLAYBACK 練習ラウンド
中日クラウンズ
前半
11:00 ★白金台女子ゴルフ部 #3
11:30 国内男子ツアー
PLAYBACK 練習ラウンド
中日クラウンズ
後半
1:30 みんなの PGA ツアー 4 月号
2:00 インフォメーション

▽7:15 プロの教え #7
#2
〜京葉 CC（千葉県）〜
8:30 インフォメーション
9:00 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
9:30 アイデンティティ
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン 2！ 井上透編 #1＆2
11:00 プレメン 2！ 井上透編 #3＆4
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！3 和田泰朗編 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
2:00 みんなの PGA ツアー 4 月号
2:30 あすゴル！108 ▽2:45 PGA̲HL
3:00 アマの志し #6
〜成田ヒルズ CC（千葉県）〜
4:00 インフォメーション
4:30 アマの志し #7
〜こだま GC（埼玉県）〜
5:30 インフォメーション
6:00 PGA ツアー
二 RBC ヘリテイジ
最終日
7:30 アマの志し

3:30 プレメン 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

※最大延長 午前 9:30

11

2

3:00 プレメン 2！ 星野豪史編 #1＆2

9

the MATCH #48
時松隆光 vs 中西直人

2:00 インフォメーション

3:00 プレメン 2！ 江連忠編 #1＆2

3:30 プレメン 2！ 井上透編 #3＆4

10

0:00 ゴルフ真剣勝負

Golf

1:30 2020 男子ツアー開幕 SP

3:00 プレメン 2！ 井上透編 #1＆2

10:00 ★あすゴル！108 ▽10:15 PGA̲HL
11:00 2020 男子ツアー開幕 SP

1:00 牧野裕の Enjoy

ラピスキャンシステムズ
クラシック 最終日
2:00 インフォメーション
二

二

10:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2

T ポイント ENEOS
ゴルフトーナメント 最終日

0:30 みんなの PGA ツアー 4 月号

0:30 PGA ツアー チャンピオンズ

二

5:00 稲村亜美のゴルフ情報番組

10:30 アイデンティティ

5:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

ゴルフネットワークカスタマーセンター

夜

夜

3:00 プレメン 2！ 堀尾研仁編 #1＆2

二

4:00 インフォメーション
4:30 PGA ツアー

0:00 みんなの PGA ツアー 4 月号

4:30 インフォメーション

9:00 PGA ツアー

4

年度 第 61 回
5
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
6
6:30 プレメン 2！ 星野豪史編 #1＆2
7:00 TEAM SERIZAWA 374
7
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組
「ゴルフスイッチ！」#49
8
8:30 橋本マナミのリーダーズ #78
9:00 国内女子ツアー 2019
9
ダイキンオーキッド
レディス
10
ゴルフトーナメント
2 日目
11
▽10:00 3 日目
▽11:00 最終日
0
0:30 らく・ごる #24
1:00 ギア猿〜新機能をサルベージ！〜
1
ホールインワンの奇跡
2:00 国内女子ツアー
2
PLAYBACK1 番ホール
明治安田生命レディス
3
ヨコハマタイヤ
ゴルフトーナメント
4
2 日目
5:00 国内女子ツアー
5
PLAYBACK1 番ホール
明治安田生命レディス
6
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 最終日
▽7:15 あすゴル！106
7
7:30 EASY GOLF #230
8:00 国内女子ツアー
8
T ポイント ENEOS
ゴルフトーナメント
9
2 日目

5:30 PGA ツアー

二

3:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2

1:30 イメージスイング

8:30 インフォメーション

2017-18
RBC ヘリテイジ
10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション
3 日目 後半
10:30 アマの志し #1
10:30 アマの志し #2
優勝 : 小平智
〜森林公園 GC（埼玉県）〜
〜京葉 CC（千葉県）〜 11:00 アイデンティティ
11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション
0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー 0:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2 0:00 プレメン 2！ 井上透編 #1＆2
0:30 あすゴル！106 ▽0:45 クラウンズへの招待 0:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4 0:30 プレメン 2！ 井上透編 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:00 インフォメーション
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
1:30 PGA ツアー
1:30 PGA ツアー
二 バレロテキサス
二 バレロテキサス
二 バレロテキサス
オープン
オープン
オープン
1 日目
2 日目
3 日目
9:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2

深

深

二

3:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #3＆4

11:30 インフォメーション

「ゴルフスイッチ！」#49
6:00 2020 男子ツアー開幕 SP
6:30 インフォメーション
7:00 国内男子ツアー
二 SMBC
シンガポール
オープン
2 日目 後半

23 木

3:30 プレメン 2！ 堀尾研仁編 #3＆4

11:30 2019

#4
〜富士 CC（静岡県）〜

5:30 あすゴル！107 ▽5:45 クラウンズへの招待

5:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

3:00 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2

ホールインワンの奇跡

11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー

9:00 アマの志し

10:00 インフォメーション

4:30 インフォメーション

3:00 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2

10:00 ギア猿〜新機能をサルベージ！〜

8:30 インフォメーション

4:30 インフォメーション

3:00 プレメン 2！ 堀尾研仁編 #1＆2

SMBC
シンガポール
オープン
1 日目 後半

2016-17
RBC ヘリテイジ
最終日 後半
優勝 : ウェスリー・ブライアン

11:00 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4 11:00 プレメン！3 田島創志編 #3＆4

年度 第 61 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー
1:30 イメージスイング
2:00 インフォメーション

二

二

2018-19
RBC ヘリテイジ
最終日
優勝 :C・T・パン

9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2

1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

4:00 PGA ツアー

8:30 インフォメーション

2017-18
RBC ヘリテイジ
2 日目
優勝 : 小平智

3:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2

「ゴルフスイッチ！」#49

0:30 PGA̲HL ▽0:45 クラウンズへの招待

16 木

5:30 PGA ツアー

10:30 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2 10:30 プレメン！3 田島創志編 #1＆2

SMBC
シンガポールオープン
2 日目 前半
9:00 みんなの PGA ツアー 4 月号
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #57
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 375
10:30 ★ EASY GOLF #231
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 あすゴル！107 ▽11:45 ★ゴル★パラ#15
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #79
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー
1:00 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
1:30 イメージスイング
2:00 インフォメーション

三菱エレクトリック
クラシック
1
2 日目
2:00 インフォメーション
2
3

15 水

二

2:00 インフォメーション

11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組

年度 第 25 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン 3#4
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
バレロテキサス
オープン 最終日

8:30 インフォメーション

7:00 PGA ツアー

ヤマハ
レディース
オープン
葛城
3 日目
9:00 あすゴル！106 ▽9:15 クラウンズへの招待
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #57
10:00 ★らく・ごる #24
10:30 ★ EASY GOLF #230
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ 江連っ寸 4#1 ▽11:45 ★ゴル★パラ#14
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #78
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー
1:00 アイデンティティ
1:30 PGA̲HL ▽1:45 クラウンズへの招待
2:00 インフォメーション

11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー

0:30 2019

二

11
0

the MATCH #48
時松隆光 vs 中西直人

5:00 2019

2017-18
二 RBC ヘリテイジ
3 日目 前半
優勝 : 小平智

6:30 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2

年度 第 61 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
6:30 インフォメーション
7:00 あすゴル！106 ▽7:15 クラウンズへの招待
7:30 アイデンティティ
8:00 ★ 国内女子ツアー
ヤマハ
レディース
オープン
葛城
最終日
11:00 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
11:30 ギア猿〜新機能をサルベージ！〜
ホールインワンの奇跡
0:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
クラシック 1 日目
2:00 インフォメーション

10:30 みんなの PGA ツアー 4 月号

5:00 イメージスイング

5:30 PGA ツアー

後

後

5

10:30 ゴルフ真剣勝負

6:00 イメージスイング

5:00 イメージスイング

午

午

4

14 火

10:00 ★あすゴル！106 ▽10:15 PGA̲HL

2017-18
二 RBC ヘリテイジ
1 日目
優勝 : 小平智

11 土

4:00 インフォメーション

前

前

7

13 月

10:00 2019

5:30 PGA ツアー

10 金

4:00 インフォメーション

午

午

6

9:30 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2

5:00 イメージスイング

9 木

4:00 インフォメーション

夜

2

9:00 あすゴル！105 ▽9:15 プロの教え #2

一部 停 波

夜

1

8:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #56

※最大延長 午前 10:30

▽7:15 プロの教え #6
7:30 アマの志し #1
〜森林公園 GC（埼玉県）〜
8:30 インフォメーション
9:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
9:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #15
〜ロイヤルスター GC（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 牧野裕の Enjoy Golf
0:30 アイデンティティ
1:00 インフォメーション
1:30 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
2:00 プレメン！3 田島創志編 #3＆4
2:30 クラウンズへの招待 2020 #1＆2
3:00 インフォメーション
3:30 あすゴル！106 ▽3:45 PGA̲HL
4:00 ★みんなの PGA ツアー 4 月号 4:00 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
4:30 ★クラウンズへの招待 2020 #1＆2 4:30 インフォメーション
5:00 PGA ツアー
5:00 EASY GOLF #229
二 バレロテキサス
5:30 PGA ツアー
二 バレロテキサス
オープン
3 日目
オープン
最終日

8 水

深

深

0

8:00 2020 男子ツアー開幕 SP

※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！3 大西翔太編 #4
8:00 橋本マナミのリーダーズ #77
8:30 アイデンティティ
9:00 江連っ寸 3#6 ▽9:15 プロの教え #4
9:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
10:00 2019 年度 第 104 回
日本アマチュア
ゴルフ選手権競技
11:30 PGA̲HL ▽11:45 プレメン 3#4
0:00 TEAM SERIZAWA 374
0:30 アイデンティティ
1:00 ニュージーランド
二 オープン
最終日

4:00 停波

後

後

5

10:00 インフォメーション

衛星生中継
バレロテキサス
オープン
2 日目

7 火

4:00 インフォメーション

午

午

4

the MATCH #48
時松隆光 vs 中西直人

9:00 アマの志し

二

衛星生中継
バレロテキサス
オープン
最終日

前

前

1

8:00 ゴルフ真剣勝負

5:00 PGA ツアー

二

午

午

0

衛星生中継
バレロテキサス
オープン
1 日目

4:00 インフォメーション

8

11

二

3:30 プレメン 2！ 堀尾研仁編 #3＆4

3:00 プレメン 2！ 堀尾研仁編 #1＆2

7

10

8:30 インフォメーション

5:00 PGA ツアー

年度 第 61 回
10:30 アマの志し #14
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
〜石坂 GC（埼玉県）〜
11:30 インフォメーション 11:30 PGA̲HL ▽11:45 プロの教え #3
0:00 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2 0:00 PGA ツアー
二 バレロテキサス
0:30 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4
1:00 インフォメーション
オープン
1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン 3 #4
2 日目
2:00 PGA ツアー
二 コラレス
3:00 EASY GOLF #229
プンタカナ
3:30 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
リゾート＆クラブ
チャンピオンシップ 最終日 4:00 PGA̲HL ▽4:15 プレメン 3 #4
4:30 インフォメーション
4:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
5:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
クラシック 1 日目
6:00 PGA ツアー チャンピオンズ
クラシック 2 日目
二 ラピスキャンシステムズ
6:30 インフォメーション
7:00 あすゴル！105 ▽7:15 PGA̲HL
クラシック 2 日目
7:30 江連っ寸 3#6 ▽7:45 プレメン 3 #4 7:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
8:00 PGA ツアー
二 バレロテキサス
クラシック 最終日
9:00 PGA ツアー
オープン
二 バレロテキサス
1 日目
オープン
2 日目
11:00 ★ギア猿〜新機能をサルベージ！〜
ホールインワンの奇跡
0:00 PGA̲HL ▽0:15 プロの教え #1 0:00 PGA̲HL ▽0:15 プレメン 3 #4
0:30 PGA ツアー チャンピオンズ 0:30 アイデンティティ
二 ラピスキャンシステムズ
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1:30 イメージスイング
クラシック 最終日
2:00 インフォメーション
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
3:00 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2 3:00 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2
バレロテキサス
3:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #3＆4 3:30 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4
オープン 3 日目

6

9

2018-19
二 バレロテキサス
オープン
最終日
優勝 : コリー・コナーズ

6 月

（2:00~）PGA ツアー

一部 停 波

5

5:30 PGA ツアー

#13
〜湘南 CC（神奈川県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 2019 年度 第 25 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
11:30 インフォメーション
0:00 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2
0:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 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
4:30 インフォメーション
5:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
クラシック 1 日目
6:30 インフォメーション
7:00 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2
7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
クラシック 2 日目
9:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
クラシック 最終日
10:30 あすゴル！105 ▽10:45 プレメン 3 #4
11:00 アイデンティティ
11:00 WGC
二 デルテクノロジーズ
11:30 あすゴル！105 ▽11:45 プレメン 3#4
0:00 2019 年度 第 104 回
マッチプレー
最終日
日本アマチュア
ゴルフ選手権競技
1:30 イメージスイング
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション

12 日

4

5:00 イメージスイング

衛星生中継
バレロテキサス
オープン
3 日目

夜

夜

1

5 日

（2:00~）PGA ツアー

ニュース・レッスン・情報番組

深

深

0

4 土

4:00 インフォメーション

PGAツアー チャンピオンズ
その他の競技

後

後

5

3 金

4:00 インフォメーション

PGAツアー
国内女子ツアー

午

午

4

2 木

4:00 インフォメーション

特集・おすすめ番組
国内ツアー

午 前

午 前

6

4:00 インフォメーション

番 組 表

0 12 0 - 5 6 2 - 0 3 4

ゴ ルフ を 見 よう

（ 受 付 時 間 1 0：0 0 〜1 8：0 0 年 中 無 休 ）
最 新 番 組 情 報 は ゴ ル フ ネットワ ー ク H P へ

ゴ ル フ ネットワ ー ク

Ch.403
KDDI お客さまセンター

TEL : 0077 -777
お 近くの ケ ーブ ル 局

