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5:00 牧野裕の Enjoy

進藤大典と振り返る
松山英樹
〜 2014 ザ・メモリアルトーナメント
presented by
ネーションワイドインシュランス〜
9:00 PGA ツアー
進藤大典と振り返る
松山英樹
〜 2016 ウェイストマネジメント
フェニックス オープン〜
0:00 インフォメーション
0:30 PGA ツアー

進藤大典と振り返る
松山英樹
〜 2016
HSBC チャンピオンズ〜

6
7
8
9

10
11

2
3

進藤大典と振り返る
松山英樹
〜 2017
ウェイストマネジメント
フェニックスオープン〜
7:00 DAYS-2041
- 松山英樹と進藤大典
8:00 ★ 新春スペシャル
「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」
9:00 まるっと振り返り
PGA ツアー
〜激動の 19-20 シーズン〜
10:30 限定！ ギアMAX ▽10:45 Giver ゴルフの息吹
11:00 ★ ギア猿〜ウェッジをサルベージ（2）
〜マイベストロフトを見つけよう
▽０:１０★ギア猿のおまけ ▽0:15 あすゴル！144
0:30 ゴルフ 6 #8
1:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #37
小鯛竜也 星野陸也
3:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
3:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4

12

4
5

10
11
0
1
2
3

6
7
8
9

10
11

4:00 インフォメーション

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #5

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #6

5:30 PGA ツアー
二

2
3

2016-17
ソニーオープン
イン ハワイ
最終日 後半
優勝者 : ジャスティン・トーマス

5

10
11

北田瑠衣
10:00 インフォメーション
10:30 ひとりゴルフ
永井花奈
11:30 インフォメーション
0:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2
0:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4
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
2 日目

今平周吾 #1
10:00 インフォメーション
10:30 ひとりゴルフ
稲森佑貴
11:30 インフォメーション
0:00 ひとりゴルフ
照山亜寿美
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

4:30 インフォメーション

4:30 インフォメーション

4:30 インフォメーション

「ゴルフスイッチ！」#58
6:00 勝者の条件 今平周吾 #1
6:30 インフォメーション
7:00 女子プロ ピンクリボン
ゴルフネットワーク スペシャルチャリティマッチ
8:00 限定！ ギアMAX ▽8:15 Giver ゴルフの息吹
8:30 イメージスイング
9:00 PGA̲HL ▽9:15 プレメン！3 #1
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #77
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 393
10:30 ★ Turf＆Trip ▽10:45 あすゴル！146
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #13 ▽11:45 ゴル★パラ
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #114
0:30 限定！ ギアMAX ▽0:45 Giver ゴルフの息吹
1:00 ひとりゴルフ
塚田好宣
2:00 インフォメーション

〜マイベストロフトを見つけよう
▽6:10 ギア猿のおまけ ▽6:15 Giver ゴルフの息吹
6:30 インフォメーション
7:00 大人のゴルフ
プロジェクト
8:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #57
女子プロ 92 年会 3 マッチトーナメント
9:30 限定！ ギアMAX ▽9:45 Giver ゴルフの息吹
10:00 ★ひとりゴルフ
関藤直熙
11:00 らく･ごる #33
11:30 ★プレメン！3 #2 ▽11:45 あすゴル！146
0:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #37
小鯛竜也 星野陸也

3:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2

3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2

5:00 稲村亜美のゴルフ情報番組

土

日

5:30 TEAM

SERIZAWA 393
6:00 # ゴルフ女子＋ #1
6:30 インフォメーション
7:00 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
10:00 女子プロ

ピンクリボン
ゴルフネットワーク スペシャルチャリティマッチ
11:00 ひとりゴルフ
小鯛竜也
0:00 あすゴル！146 ▽0:15 プレメン！3 #2
0:30 限定！ ギアMAX ▽0:45 Giver ゴルフの息吹
1:00 稲村亜美のゴルフ情報番組
「ゴルフスイッチ！」#58
2:00 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

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #5

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #7

5:00 ゴルフ真剣勝負

6:00 限定！ ギアMAX ▽6:15 Giver ゴルフの息吹

6:00 PGA ツアー

2016-17
二 SBS トーナメント オブ
チャンピオンズ 最終日 前半
優勝者 : ジャスティン・トーマス
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
若林舞衣子
10:00 インフォメーション
10:30 ひとりゴルフ
塚田好宣
11:30 インフォメーション
0:00 あすゴル！145 ▽0:15 Giver ゴルフの息吹
0:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #76
1:00 インフォメーション
1:30 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2
2:00 ひとりゴルフ
小鯛竜也
3:00 ★ PGA ツアー プレーヤーズ #1
3:30 ★ PGA ツアー プレーヤーズ #2
4:00 イメージスイング
4:30 インフォメーション
5:00 アイデンティティ
5:30 牧野裕の Enjoy Golf
6:00 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2
6:30 インフォメーション
7:00 ぎゅっと週刊国内ツアー
〜コロナで異例の 2020 を一挙振り返り！〜
8:00 ひとりゴルフ
深堀圭一郎
9:00 ギア猿〜ウェッジをサルベージ（2）
〜マイベストロフトを見つけよう
▽10:10ギア猿のおまけ ▽10:15 限定！ ギアMAX
10:30 イメージスイング
11:00 ゴルフ 6 #8
11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組
「ゴルフスイッチ！」#58
0:30 ひとりゴルフ
横田真一
1:30 イメージスイング
2:00 インフォメーション

2016-17
二 SBS トーナメント
オブ
チャンピオンズ
最終日 後半
優勝者 : ジャスティン・トーマス
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
北田瑠衣
10:00 インフォメーション
10:30 ひとりゴルフ
宮田成華
11:30 インフォメーション
0:00 ひとりゴルフ
藤田寛之
1:00 インフォメーション
1:30 ひとりゴルフ
永井花奈
2:30 限定！ ギアMAX ▽2:45 Giver ゴルフの息吹
3:00 ★ PGA ツアー プレーヤーズ #3
3:30 ★ PGA ツアー プレーヤーズ #4
4:00 イメージスイング
4:30 インフォメーション
5:00 あすゴル！145 ▽5:15 Giver ゴルフの息吹
5:30 アイデンティティ
6:00 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4
6:30 インフォメーション
7:00 まるっと振り返り
PGA ツアー
〜激動の 19-20 シーズン〜
8:30 新春スペシャル
「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #76
10:00 ★らく･ごる #33
10:30 ★ Turf＆Trip ▽10:45 あすゴル！145
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 限定！ ギア MAX ▽11:45 ゴル★パラ
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #113
0:30 イメージスイング
1:00 ひとりゴルフ
照山亜寿美
2:00 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 後半 優勝者 : ダスティン・ジョンソン
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
小鯛竜也
10:00 インフォメーション
10:30 ひとりゴルフ
佐藤信人
11:30 インフォメーション
0:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2
0:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4
2:00 ひとりゴルフ
若林舞衣子
3:00 ★ PGA ツアー プレーヤーズ #5
3:30 ★ PGA ツアー プレーヤーズ #6
4:00 イメージスイング
4:30 インフォメーション
5:00 ひとりゴルフ
塚田好宣
6:00 イメージスイング
6:30 インフォメーション
7:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #51
勝みなみ 臼井麗香
8:30 限定！ ギアMAX ▽8:45 Giver ゴルフの息吹
9:00 ★ゴルフ真剣勝負
the MATCH #57
女子プロ 92 年会 3 マッチトーナメント
10:30 ひとりゴルフ
稲森佑貴
11:30 ★プレメン！3 #1 ▽11:45 あすゴル！145
0:00 限定！ ギアMAX ▽0:15 Giver ゴルフの息吹
0:30 PGA ツアー チャンピオンズ 2020
二 PNC チャンピオンシップ
1 日目
2:00 インフォメーション

2019-20
二 セントリートーナメント
オブ
チャンピオンズ
最終日
優勝者 : ジャスティン・トーマス
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
永井花奈
10:00 インフォメーション
10:30 ひとりゴルフ
北田瑠衣
11:30 インフォメーション
0:00 ひとりゴルフ
深堀圭一郎
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 プレメン！3 #1 ▽2:45 限定！ ギア MAX
3:00 ★ PGA ツアー プレーヤーズ #7
3:30 ★ PGA ツアー プレーヤーズ #8
4:00 イメージスイング
4:30 インフォメーション
5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #3
5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #4
6:00 らく･ごる #33
6:30 インフォメーション
7:00 ひとりゴルフ
若林舞衣子
8:00 限定！ ギアMAX ▽8:15 Giver ゴルフの息吹
8:30 # ゴルフ女子＋ #1
9:00 ひとりゴルフ
藤田寛之
10:00 稲村亜美のゴルフ情報番組
「ゴルフスイッチ！」#58
11:00 あすゴル！145 ▽11:15 プレメン！3 #1
11:30 TEAM SERIZAWA 392
0:00 PGA ツアー チャンピオンズ 2020
二 PNC
チャンピオンシップ
最終日
2:00 インフォメーション

3:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2

3:00 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2

3:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2

3:00 プレメン 2！ 芹澤大介編 #1＆2

6:00 限定！ ギアMAX ▽6:15 Giver ゴルフの息吹
6:30 PGA ツアー

3:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4

15

金

3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4

16

月

5:30 ひとりゴルフ

5:30 PGA ツアー

北田瑠衣

6:30 PGA ツアー

3:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4▽3:55 停波

土

17

日

3:30 プレメン 2！ 芹澤大介編 #3＆4

18

月

5:30 ひとりゴルフ

照山亜寿美

6:30 限定！ ギアMAX ▽6:45 Giver ゴルフの息吹

7:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

〜コロナで異例の 2020 を一挙振り返り！〜

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

0:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
0:30 ゴルフ 6

#8
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #2
2:00 PGA ツアー プレーヤーズ #3
2:30 インフォメーション
3:00 ★ PGA ツアー プレーヤーズ #9
3:30 ★ PGA ツアー プレーヤーズ #10
4:00 PGA̲HL ▽4:15 あすゴル！145
4:30 インフォメーション
5:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #76
5:30 牧野裕の Enjoy Golf
6:00 PGA̲HL ▽6:15 プレメン！3 #1
6:30 インフォメーション
7:00 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
1 日目
10:00 ★ 勝者の条件

今平周吾 #1

10:30 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #48
時松隆光 中西直人

0:30 PGA̲HL ▽0:45 限定！ ギア MAX
1:00 ひとりゴルフ

横田真一

2:00 インフォメーション
3:00 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2
3:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #3＆4

19

火

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 ゴルフ真剣勝負

5:00 ひとりゴルフ

5:00 ひとりゴルフ

5:00 ゴルフ真剣勝負

5:00 イメージスイング

the MATCH #48
時松隆光 中西直人

塚田好宣

佐藤信人

6:00 ひとりゴルフ

the MATCH #57
女子プロ 92 年会 3 マッチトーナメント
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

関藤直熙
7:00 らく･ごる #33
7:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #77
8:00 限定！ ギアMAX ▽8:15 Giver ゴルフの息吹
8:30 牧野裕の Enjoy Golf
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

0:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1

0:30 新春スペシャル

7:00 ゴルフ真剣勝負

1:00 インフォメーション
1:30 イメージスイング

2:00 橋本マナミのリーダーズ #114

2:30 あすゴル！146 ▽2:45 Giver ゴルフの息吹
3:00 牧野裕の Enjoy

Golf
3:30 インフォメーション
4:00 PGA ツアー プレーヤーズ #3
4:30 PGA̲HL ▽4:45 プレメン！3 #2
5:00 インフォメーション
5:30 ひとりゴルフ
若林舞衣子
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
1 日目
10:00 ★ 勝者の条件

今平周吾 #2

10:30 限定！ ギアMAX ▽10:45 Giver ゴルフの息吹

26

火

27

「ゴルフスイッチ！」#58
7:00 ギア猿〜ウェッジをサルベージ（2）
〜マイベストロフトを見つけよう
▽8:10 ギア猿のおまけ ▽8:15 プレメン！3 #2
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
3 日目

28

ピンクリボン
ゴルフネットワーク スペシャルチャリティマッチ
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

5:30 PGA ツアー
二

7:00 女子プロ

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

9:00 ひとりゴルフ

2:00 PGA̲HL ▽2:15 プレメン！3 #2
3:00 ひとりゴルフ

3:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2

▽0:45 インフォメーション
▽1:15 Giver ゴルフの息吹
1:30 ひとりゴルフ
稲森佑貴
2:30 インフォメーション
3:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #39
服部真夕 諸見里しのぶ
5:00 PGA̲HL ▽5:15 限定！ ギア MAX
5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #10
6:00 ひとりゴルフ

深堀圭一郎

7:00 PGA ツアー
二

ソニーオープン
イン ハワイ
3 日目

10:00 ★あすゴル！147 ▽10:15 PGA̲HL

10:30 限定！ ギアMAX ▽10:45 Giver ゴルフの息吹
11:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #40
藤田光里 江澤亜弥

1:00 ひとりゴルフ

関藤直熙

2:30 インフォメーション

木

横田真一

29

金

3:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4

30

土

3:00 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2
3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4

31

日

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

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 （3:00~）PGA ツアー

5:00 PGA ツアー

5:00 PGA ツアー

5:00 PGA ツアー

5:00 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4

5:00 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2

5:00 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4

5:00 PGA ツアー

5:00 PGA ツアー

二

二

衛星生中継
ザ・アメリカン
エキスプレス
2 日目

9:00 勝者の条件 今平周吾 #3
9:30 牧野裕の Enjoy

Golf

10:00 イメージスイング
10:30 インフォメーション
11:00 ひとりゴルフ

3:00 ひとりゴルフ

稲森佑貴

4:00 PGA̲HL ▽4:15 プレメン！3 #3
4:30 限定！ ギアMAX ▽4:45 Giver ゴルフの息吹

5:00 ギア猿〜ウェッジをサルベージ（2）

10:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #48
時松隆光 中西直人

二

衛星生中継
ザ・アメリカン
エキスプレス
3 日目

5:00 ひとりゴルフ

北田瑠衣
6:00 PGA ツアー
二 ザ・アメリカン
エキスプレス
3 日目
9:00 限定！ ギアMAX ▽9:15 Giver ゴルフの息吹

9:30 PGA̲HL ▽9:45 ★あすゴル！148

10:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #45
葭葉ルミ 山口すず夏

0:00 ひとりゴルフ

0:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2

1:00 ゴルフ真剣勝負

1:00 ★ オンデマンドでみよう！1月号 ▽1:15 PGA̲HL

小鯛竜也

the MATCH #57
女子プロ 92 年会 3マッチトーナメント
2
2:30 PGA̲HL ▽2:45 Giver ゴルフの息吹
3:00 PGA ツアー プレーヤーズ #8
3
3:30 PGA ツアー プレーヤーズ #9

横田真一
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 ザ・アメリカン
エキスプレス
1 日目

2017-18
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
優勝者 : ジェイソン・デイ
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
塚田好宣
10:00 インフォメーション
10:30 資生堂 企業対抗レディス
ゴルフトーナメント 2020
11:30 インフォメーション
0:00 ひとりゴルフ
宮田成華
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 ザ・アメリカン
エキスプレス
3 日目

2019-20
ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日
優勝者 : マーク・リーシュマン
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
佐藤信人
10:00 インフォメーション
10:30 稲村亜美のゴルフ情報番組
「ゴルフスイッチ！」#58
11:30 インフォメーション
0:00 TEAM SERIZAWA 394
0:30 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 ザ・アメリカン
エキスプレス
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

4:30 インフォメーション

4:30 インフォメーション

※最大延長 午前 10:00

▽9:15 インフォメーション
▽9:45 Giver ゴルフの息吹
10:00 TEAM SERIZAWA 393
10:30 PGA ツアー プレーヤーズ #7
11:00 新春スペシャル
「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」
0:00 大人のゴルフ
プロジェクト
1:00 PGA̲HL ▽1:15 プレメン！3 #3
1:30 インフォメーション
2:00 ひとりゴルフ
関藤直熙
3:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #47
吉田優利 澁澤莉絵留

0:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4
1:30 橋本マナミのリーダーズ #115
2:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #42
小倉ひまわり 西畑萌香

衛星生中継
ザ・アメリカン
エキスプレス
最終日

2013
ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日
優勝者 : タイガー・ウッズ
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
照山亜寿美
10:00 インフォメーション
10:30 女子プロ ピンクリボン
ゴルフネットワーク スペシャルチャリティマッチ
11:30 インフォメーション
0:00 PGA̲HL ▽0:15 あすゴル！148
0:30 イメージスイング
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 ザ・アメリカン
エキスプレス
2 日目

二

※最大延長 午前 11:00

▽9:15 Giver ゴルフの息吹

9:30 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2

10:00 インフォメーション
10:30 PGA ツアー プレーヤーズ #3

11:00 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2

11:30 インフォメーション
0:00 ひとりゴルフ

5:00 PGA̲HL ▽5:15 あすゴル！148

5:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4

5:30 PGA ツアー
二

5:00 大人のゴルフ

5:30 PGA ツアー
二

5:00 新春スペシャル

「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」
6:00 ★ 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
8:00 ギア猿〜ウェッジをサルベージ（2）
〜マイベストロフトを見つけよう
▽9:10 ギア猿のおまけ ▽9:15 限定！ ギアMAX
9:30 勝者の条件 今平周吾 #3
10:00 ★ひとりゴルフ
林菜乃子
11:00 PGA ツアー プレーヤーズ #6
11:30 ★ プレメン！3 #4 ▽11:45 あすゴル！148
0:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #43
寺西明 山添昌良

2:00 インフォメーション

プロジェクト
6:00 プレメン！3 #3 ▽6:15 PGA̲HL
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 1 日目
9:00 限定！ ギア MAX ▽9:15 PGA̲HL
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #78
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 394
10:30 ★ Turf＆Trip ▽10:45 あすゴル！148
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #15 ▽11:45 ゴル★パラ
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #116
0:30 オンデマンドでみよう！1月号 ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00 ひとりゴルフ
若林舞衣子
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

3:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2

3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2

6:00 らく･ごる

#33

6:30 インフォメーション
7:00 ひとりゴルフ

永井花奈
8:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #41
林菜乃子 丹萌乃
10:00 PGA ツアー
二

ザ・アメリカン
エキスプレス
最終日

1:00 PGA̲HL ▽1:15 プレメン！3 #3

1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #10

3:30 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4

3:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4

2:00 インフォメーション

3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4

5:30 PGA ツアー
二

5:00 ゴルフ 6

#9
5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #3
6:00 ★ 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
8:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #57
女子プロ 92 年会 3マッチトーナメント
9:30 限定！ ギアMAX ▽9:45 Giver ゴルフの息吹
10:00 大人のゴルフ
プロジェクト
11:00 あすゴル！148 ▽11:15 プレメン！3 #4
11:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #45
葭葉ルミ 山口すず夏

二

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

9:00 橋本マナミのリーダーズ #116

9:30 勝者の条件 今平周吾 #3

〜マイベストロフトを見つけよう
▽11:10 ギア猿のおまけ ▽11:15 Giver ゴルフの息吹
11:30 インフォメーション
0:00 PGA̲HL ▽0:15 Giver ゴルフの息吹
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
1:30 ひとりゴルフ
若林舞衣子
2:30 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
4:30 インフォメーション
5:00 牧野裕の Enjoy Golf
5:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #78
6:00 PGA̲HL ▽6:15 プレメン！3 #4
6:30 インフォメーション
7:00 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
10:00 ★ 勝者の条件 今平周吾 #4
10:30 PGA ツアー プレーヤーズ #9
11:00 ひとりゴルフ

2:00 インフォメーション
3:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2

3:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2

3:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4

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 インフォメーション
9:30 牧野裕の Enjoy

10:00 ギア猿〜ウェッジをサルベージ（2） 10:00 ひとりゴルフ

照山亜寿美
0:00 あすゴル！148 ▽0:15 限定！ ギアMAX
0:30 PGA̲HL ▽0:45 Giver ゴルフの息吹
1:00 大人のゴルフ
プロジェクト
2:00 インフォメーション

1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #5

二

3:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4

Golf

林菜乃子
ピンクリボン
ゴルフネットワーク スペシャルチャリティマッチ
0:00 PGA̲HL ▽0:15 あすゴル！148
0:30 プレメン！3 #4 ▽0:45 限定！ ギアMAX
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 2 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 最終日
5:00 ひとりゴルフ
小鯛竜也
6:00 PGA̲HL ▽6:15 限定！ ギア MAX
6:30 PGA ツアー プレーヤーズ #4
7:00 ひとりゴルフ
永井花奈
8:00 新春スペシャル
「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」
9:00 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 女子プロ

1:00 PGA̲HL ▽1:15 Giver ゴルフの息吹
1:30 ひとりゴルフ

深堀圭一郎

2:30 インフォメーション
3:00 PGA ツアー 衛星生中継
二

5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #6
6:30 イメージスイング

ファーマーズインシュランスオープン 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
3 日目
※最大延長 午前 9:00

▽8:15 インフォメーション
▽8:45 Giver ゴルフの息吹
9:00 ゴルフ 6 #9
9:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1
10:00 勝者の条件 今平周吾 #4
10:30 イメージスイング
11:00 ひとりゴルフ
稲森佑貴
0:00 PGA̲HL ▽0:15 Giver ゴルフの息吹
0:30 インフォメーション
1:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #46
古江彩佳 安田祐香
3:00 ひとりゴルフ

北田瑠衣

4:00 PGA ツアー プレーヤーズ #7
4:30 限定！ ギア MAX ▽4:45 PGA̲HL
5:00 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

0:00 2015

年度 第 57 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技 優勝者 : 勝 みなみ
1:30 2017 年度 第 59 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技 優勝者 : 安田 祐香
3:00 PGA̲HL ▽3:15 あすゴル！145
3:30 まるっと振り返り
PGA ツアー
〜激動の 19-20 シーズン〜
5:00 新春スペシャル
「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」
6:00 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

the MATCH #51
勝みなみ 臼井麗香
0:00 ひとりゴルフ
林菜乃子
1:00 PGA̲HL ▽1:15 プレメン！3 #4
1:30 ひとりゴルフ
宮田成華
2:30 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2
3:00 PGA ツアー 衛星生中継
二 ファーマーズインシュランスオープン 最終日

the MATCH #41
林菜乃子 丹萌乃

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
3 日目

7:00 新春スペシャル

「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」

4
5
6
7

8:00 PGA ツアー
二

※最大延長 午前 11:00

▽10:15 インフォメーション
▽10:45 Giver ゴルフの息吹
11:00 勝者の条件 今平周吾 #1
11:30 稲村亜美のゴルフ情報番組
「ゴルフスイッチ！」#58
0:30 インフォメーション
1:00 2018 年度 第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技 優勝者 : 吉田 優利
2:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2
3:00 PGA ツアーハイライト
▽3:15 ギア猿〜ウェッジをサルベージ（2）
〜マイベストロフトを見つけよう ▽4:25 ギア猿のおまけ
4:30 プレメン！3 #1 ▽4:45 限定！ ギア MAX
5:00 ★ 資生堂 企業対抗レディス
ゴルフトーナメント 2020
6:00 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
3 日目

8
衛星生中継
セントリートーナメント
9
オブ
チャンピオンズ
10
最終日
※最大延長 午後 2:00

▽0:15 インフォメーション
▽0:45 Giver ゴルフの息吹
1:00 ひとりゴルフ
北田瑠衣
2:00 インフォメーション
2:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1
3:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #57
女子プロ 92 年会 3 マッチトーナメント
4:30 イメージスイング
5:00 PGA̲HL ▽5:15 限定！ ギア MAX
5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #2
6:00 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

11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10:00 ★ 女子プロ

ピンクリボン
ゴルフネットワーク スペシャルチャリティマッチ
11:00 PGA̲HL ▽11:15 プレメン！3 #1
11:30 限定！ ギアMAX ▽11:45 Giver ゴルフの息吹
0:00 ひとりゴルフ
藤田寛之
1:00 ギア猿〜ウェッジをサルベージ（2）
〜マイベストロフトを見つけよう
▽2:10 ギア猿のおまけ ▽2:15 PGA̲HL
2:30 インフォメーション
3:00 ひとりゴルフ
佐藤信人

20

4:00 停波

水

6:00 Giver ゴルフの息吹 ▽6:15 限定！ ギアMAX
6:30 PGA ツアー
二

10:00 ★あすゴル！146 ▽10:15 PGA̲HL 10:00 ★ 大人のゴルフ

10
プロジェクト
the MATCH #57 11:00 ひとりゴルフ
11
女子プロ 92 年会 3 マッチトーナメント
藤田寛之
0:00 ひとりゴルフ
0:00 プレメン！3 #1 ▽0:15 限定！ ギア MAX
0
0:30 PGA ツアー プレーヤーズ #3
宮田成華
1:00 PGA̲HL ▽1:15 限定！ ギア MAX 1:00 PGA̲HL ▽1:15 あすゴル！146
1
1:30 ゴルフ真剣勝負
1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #4
the MATCH #47 2:00 インフォメーション
2
吉田優利 澁澤莉絵留
3:00 プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #1＆2
3
プレメン！3 田島創志編 #1＆2
プレメン！3 堀口 (Norry) 宜篤編 #3＆4

10:30 ゴルフ真剣勝負

3:30

9:30 インフォメーション

21

3:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4

5:00 PGA ツアー

5:30 PGA ツアー
二

2019-20
ザ・アメリカン
エキスプレス
最終日
優勝者 : アンドリュー・ランドリー

7
8
9
10

7

3:30 インフォメーション
4:00 ひとりゴルフ

若林舞衣子
5:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #43
寺西明 山添昌良
7:00 PGA ツアー
二

2
3
4
5
6
7

ザ・アメリカン
エキスプレス
1 日目

8
9

10:00 ★ 勝者の条件

今平周吾 #3
10
#33
11:00 ゴルフ真剣勝負
11
the MATCH #46
古江彩佳 安田祐香
0
10:30 らく･ごる

1:00 PGA̲HL ▽1:15 プレメン！3 #3
1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #7
2:00 インフォメーション

3:00 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2
3:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #3＆4

★ 初オンエア番組

1
2
3

生中継

403ch

デジタルコンパクト

428ch

TEL: 0120- 999- 000
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
（https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)とプライバシーポリシー
（https://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

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

3

3:00 プレメン！3 #3 ▽3:15 Giver ゴルフの息吹

ひかりTV カスタマーセンター

10

2

2:30 PGA̲HL ▽2:45 あすゴル！147

※ 現在、各プロゴルフツアー主催団体より新型コロナウイルス
感染拡大抑止を目的とした大会の中止または延期の発表が
続いております。こうした状況に伴い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。

3

1

2:00 インフォメーション

※ 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。

J:COM
カスタマーセンター

2

0

7

9
「ゴルフスイッチ！」#58
10:00 インフォメーション
10
10:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #77
11:00 牧野裕の Enjoy Golf
11
11:30 インフォメーション
0:00 ゴルフ真剣勝負
0
the MATCH #39
服部真夕 諸見里しのぶ
1

3:30 プレメン 2！ 芹澤大介編 #3＆4

デジタル

1

6

6

9:00 稲村亜美のゴルフ情報番組

3:00 プレメン 2！ 芹澤大介編 #1＆2

0

5

5

衛星生中継
ザ・アメリカン
エキスプレス
1 日目

8

8:30 インフォメーション
9:00 新春スペシャル

4

お申し込み、お問 い 合わせは

11

4

二

※「PGAツアーハイライト」（PGA ̲HL）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。

5
6

金

5:00 イメージスイング

二ヶ国語放送

4

22

4:00 インフォメーション

「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」
10:00 ゴルフ真剣勝負
10:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #57
the MATCH #42
女子プロ 92 年会 3 マッチトーナメント
小倉ひまわり 西畑萌香
11:30 インフォメーション
0:00 勝者の条件 今平周吾 #2
0:00 ゴルフ真剣勝負
0:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
the MATCH #37
1:00 インフォメーション
小鯛竜也 星野陸也
1:30 PGA ツアー
二 ソニーオープン
2:00 インフォメーション
2:30 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
4:30 インフォメーション
5:00 女子プロ ピンクリボン
ゴルフネットワーク スペシャルチャリティマッチ 5:30 インフォメーション
6:00 PGA ツアー プレーヤーズ #3 6:00 ひとりゴルフ
6:30 インフォメーション
深堀圭一郎
7:00 ひとりゴルフ
7:00 ゴルフ真剣勝負
小鯛竜也
the MATCH #38
8:00 ひとりゴルフ
藤田寛之 宮本勝昌
関藤直熙
9:00 ゴルフ真剣勝負
9:00 ひとりゴルフ
the MATCH #51
永井花奈
勝みなみ 臼井麗香 10:00 イメージスイング
10:30 限定！ ギアMAX ▽10:45 Giver ゴルフの息吹 10:30 PGA ツアー プレーヤーズ #6
11:00 イメージスイング
11:00 ギア猿〜ウェッジをサルベージ（2）
11:30 ★プレメン！3 #3 ▽11:45 あすゴル！147
〜マイベストロフトを見つけよう
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組
▽0:10 ギア猿のおまけ ▽0:15 あすゴル！147
0:30 限定！ ギア MAX ▽0:45 プレメン！3 #3
「ゴルフスイッチ！」#58
1:00 新春スペシャル
1:00 ひとりゴルフ
関藤直熙
「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
3:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2

3:30

木

4:00 インフォメーション

2018-19

デザート
クラシック
最終日
優勝者 : ブライソン・デシャンボー

9
10:30 ゴルフ真剣勝負

二

Golf
7:30 橋本マナミのリーダーズ #113
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

8

10:00 ★あすゴル！149 ▽10:15 限定！ ギアMAX

5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #8

7:00 牧野裕の Enjoy

8:30 インフォメーション

深堀圭一郎
10:00 インフォメーション
10:30 大人のゴルフ
プロジェクト
※最大延長 午後 2:00 11:30 インフォメーション
▽0:15 Giver ゴルフの息吹 0:00 PGA̲HL ▽0:15 Giver ゴルフの息吹
0:30 イメージスイング
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
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #4 1:30 PGA ツアー
二 ソニーオープン
2:00 あすゴル！147 ▽2:15 プレメン！3 #2
2:30 インフォメーション
イン ハワイ
3:00 PGA ツアー
2 日目
二 ソニーオープン
イン ハワイ
4:30 インフォメーション
1 日目
5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #2
5:30 あすゴル！147 ▽5:45 PGA̲HL
6:00 PGA̲HL ▽6:15 Giver ゴルフの息吹 6:00 勝者の条件 今平周吾 #2
6:30 インフォメーション
6:30 インフォメーション
7:00 ひとりゴルフ
7:00 ゴルフ真剣勝負
関藤直熙
the MATCH #45
8:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
葭葉ルミ 山口すず夏
8:30 限定！ ギア MAX ▽8:45 PGA̲HL
9:00 PGA ツアー
9:00 TEAM SERIZAWA 393
二 ソニーオープン
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #77
10:00 ★ゴルフ 6 #9
イン ハワイ
10:30 ★ Turf＆Trip ▽10:45 あすゴル！147
最終日
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #14 ▽11:45 ゴル★パラ
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #115
0:30 PGA̲HL ▽0:45 限定！ ギア MAX
1:00 PGA̲HL ▽1:15 プレメン！3 #2 1:00 プレメン！3 #2 ▽1:15 Giver ゴルフの息吹
1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #5 1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #6
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション

※最大延長 午後 1:30

10:00 資生堂

水

the MATCH #47
吉田優利 澁澤莉絵留

6:00 稲村亜美のゴルフ情報番組

「松山英樹が選んだ！これがゴルフの最高峰」
1:30 勝者の条件 今平周吾 #2
2:00 大人のゴルフ
プロジェクト
3:00 ゴルフ 6 #8
3:30 PGA̲HL ▽3:45 あすゴル！146
4:00 稲村亜美のゴルフ情報番組
「ゴルフスイッチ！」#58
5:00 インフォメーション
5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #9
6:00 イメージスイング
6:30 限定！ ギアMAX ▽6:45 Giver ゴルフの息吹
7:00 PGA ツアー
二 ソニーオープン
イン ハワイ
2 日目

企業対抗レディス
ゴルフトーナメント 2020
11:00 ゴルフ真剣勝負
11:00 女子プロ ピンクリボン
the MATCH #38
ゴルフネットワーク スペシャルチャリティマッチ
藤田寛之 宮本勝昌 0:00 ひとりゴルフ
永井花奈
1:00 PGA̲HL ▽1:15 PGAツアー プレーヤーズ #8 1:00 PGA̲HL ▽1:15 プレメン！3 #2
▽1:45 Giver ゴルフの息吹 第 3 部 1:30 ゴルフ真剣勝負
2:00 インフォメーション
the MATCH #41
林菜乃子 丹萌乃
3:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2 3:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2
3:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4 3:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4 3:30 PGA ツアー プレーヤーズ #2

25

月

5:00 イメージスイング

5:30 PGA ツアー

ゴルフネットワークカスタマーセンター

夜

1

24

5:00 イメージスイング

11

5:00 イメージスイング

5:30 プレメン 2！ 大堀貴子編 #3＆4

深

深 夜

0

3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4 ▽3:55 停波

9:30 勝者の条件

日

5:00 プレメン 2！ 大堀貴子編 #1＆2

4:00 インフォメーション

9

11

2:00 インフォメーション

3:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4

〜マイベストロフトを見つけよう
▽6:10ギア猿のおまけ ▽6:15 あすゴル！147
6
6:30 ゴルフ 6 #9
7:00 PGA ツアー
7
二 ザ・アメリカン
エキスプレス
8
2 日目

10

5:00 ギア猿〜ウェッジをサルベージ（2）

9:00 インフォメーション

10

4:00 インフォメーション

後

後

5

9:00 ひとりゴルフ

土

4:00 インフォメーション

午

午

4

2019-20
ソニーオープン
イン ハワイ
最終日
優勝者 : キャメロン・スミス

8:30 インフォメーション

関藤直熙
0:00 PGA̲HL ▽0:15 限定！ ギア MAX
0
0:30 PGA ツアー プレーヤーズ #6
1:00 ゴルフ真剣勝負
1
the MATCH #40
藤田光里 江澤亜弥
2
3

二

9

4:00 インフォメーション

6:00 PGA ツアー

佐藤信人
10:00 インフォメーション
10:30 ひとりゴルフ
小鯛竜也
11:30 インフォメーション
0:00 PGA̲HL ▽0:15 あすゴル！146
0:30 イメージスイング
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
1 日目

9:00 ひとりゴルフ

8
9

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

金

前

前

7

二

8

4:00 インフォメーション

午

午

6

5:30 PGA ツアー

8:30 インフォメーション

23

4

4:00 停波

木

木

夜

夜

1

14

7

4:00 インフォメーション

深

深

0

水

水

後

後

5

13

6

4:00 インフォメーション

午

午

4

池田勇太の
マネジメント論
9:30 ゴルフ真剣勝負
#1~4
the MATCH #40 10:00 勝者の条件
鈴木愛の
藤田光里 江澤亜弥
マネジメント論
11:30 ゴルフ真剣勝負
#1~4
the MATCH #41 0:00 勝者の条件
堀川未来夢の
林菜乃子 丹萌乃
マネジメント論
1:30 2003JGA
#1~4
日本女子アマチュア選手権 2:00 ゴルフ真剣勝負
優勝者 : 宮里 藍
the MATCH #48
3:00 2004JGA
時松隆光 中西直人
日本女子アマチュア選手権
優勝者 : 宮里 美香 4:00 ゴルフ真剣勝負
4:30 2005JGA
the MATCH #51
勝みなみ 臼井麗香
第 47 回日本女子アマチュア
ゴルフ選手権 優勝者 : 諸見里 しのぶ 5:30 ゴルフ真剣勝負
6:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #52
チーム孔明 3 マッチトーナメント
the MATCH #42
小倉ひまわり 西畑萌香 7:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #53
8:00 ゴルフ真剣勝負
チーム孔明 3 マッチトーナメント
the MATCH #46 8:30 ゴルフ真剣勝負
古江彩佳 安田祐香
the MATCH #54
チーム孔明 3 マッチトーナメント
10:00 ゴルフ真剣勝負
10:00 ★あすゴル！145
the MATCH #44
▽10:15 PGA ツアー
2019 年末特別編！
進藤大典と振り返る
松山英樹
元プロ野球選手のダブルス戦
0:00 ゴルフ真剣勝負
〜 2017 WGC- ブリヂストン
インビテーショナル〜
the MATCH #45
▽1:15 ひとりゴルフ
葭葉ルミ 山口すず夏
藤田寛之
▽2:15 限定！ ギア MAX
2:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #43 2:30 イメージスイング
3:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2
寺西明 山添昌良
3:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4

火

前

前

9

8:00 勝者の条件

the MATCH #39
服部真夕 諸見里しのぶ

4:00 インフォメーション

7
8

〜コロナで異例の 2020 を一挙振り返り！〜

7:30 ゴルフ真剣勝負

5

4:00 インフォメーション

午

午

6

火

7:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

月

夜

夜

1

4:00 PGA ツアー

4

4:00 インフォメーション

深

深

0

3:30 インフォメーション

日

照山亜寿美
5:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #47
吉田優利 澁澤莉絵留

PGAツアー チャンピオンズ
ニュース・レッスン・情報番組

後

後

5

3

4:00 ひとりゴルフ

PGAツアー
その他の競技

午

午

4

Golf

6:00 PGA ツアー

2

土

横田真一
5:00 限定！ ギア MAX ▽5:15 あすゴル！144
5:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #38
藤田寛之 宮本勝昌

5:30 イメージスイング

1

3

2

4:00 ひとりゴルフ

特集・おすすめ番組
国内ツアー

午 前

午

6

金

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

