2021.07
1

4

木

2

4:00 インフォメーション

金

3

4:00 PGA ツアー
二

二

4

衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
2 日目

日

5

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
3 日目

月

6

二

火

4:00 インフォメーション

（2:00~）PGA ツアー

衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
最終日

5:30 PGA ツアー

13

5

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #6

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #7

全米シニアオープン
ゴルフ選手権
2 日目

横田真一

0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #183 ▽0:15 プレメン！3 #1
0:30 ゴルフのたすき 2021

#1

1:00 インフォメーション

1:30 ゴルトレ！山本邦子

〜イメージ通りのスイングへの挑戦〜

2:30 インフォメーション

3:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #183 ▽3:15 あすゴル！172
3:30 PGA̲HL ▽3:45 プレメン！3 #1
4:00 インフォメーション

4:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
5:00 PGA ツアー

「ゴルフスイッチ！」#64

9:00 ★ EVER GREEN CLUB #2 ▽9:15 ぎゅっと#183

衛星生中継
3M オープン
1 日目

24

土

（3:30~）PGA ツアー
二

衛星生中継
3M オープン
2 日目

3:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4

25

日

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
3M オープン
3 日目

0:00 TEAM SERIZAWA 405

0:00 あすゴル！173 ▽0:15 PGA̲HL

0:30 ＰＧＡツアーハイライト 0:30 グラスホッパーズ

▽0:45
PGA ツアー
3M オープン
1 日目
二

1:00 ひとりゴルフ

石井理緒

2:00 PGA ツアー

衛星生中継
3M オープン
最終日

28

水

29

木

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

30

金

6:00 ★ PGA ツアー
二

8:00 debut！ロマロ 10 年の結晶 RayV シリーズ

9:00 ★ EVER GREEN CLUB #3 ▽9:15 ぎゅっと #184
1 時間で振り返る 2021 全米オープン 9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #90
10:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
1 時間で振り返る 2021 全米女子オープン 10:30 ゴルフのたすき 2021 #1
11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #184 ▽11:15 限定！ ギアMAX 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 2021 年度 第 62 回 11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #40 ▽11:45 ★Turf＆Trip 2
日本女子アマチュア 0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #140
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #184 ▽0:45 あすゴル！173
ゴルフ選手権競技
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #184 ▽1:15 プレメン！3 #2 1:00 ひとりゴルフ
1:30 ゴルフのたすき 2021 #1
石井理緒
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
9:00 海外男子メジャー

10:00 海外女子メジャー

3:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2
3:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4

31

土

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 PGA ツアー プレーヤーズ #9

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #10
5:30 PGA ツアー

5:30 PGA ツアー
二

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #2
5:30 ゴルフのたすき 2021 #1

5

9:00 あすゴル！174 ▽9:15 プレメン！3 #4

9:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4

9:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の

「ゴルフスイッチ！」#64

10:30 海外女子メジャー

二

全米女子オープン
ゴルフ選手権
1 日目

全米オープン
ゴルフ選手権
2 日目

1:30 インフォメーション 1:30 海外男子メジャー
2:00 海外女子メジャー

全米女子オープン
ゴルフ選手権
2 日目

午

5:00 インフォメーション

二

全米オープン
ゴルフ選手権
3 日目

4:30 ゴルフ真剣勝負

11

後

デジタル

4

3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4

デジタルコンパクト

428ch

Ch.754

TEL : 009192 -144

9

3

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。

ひかりTV カスタマーセンター

（ 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）

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！3 重田栄作編 #1＆2

403ch

TEL: 0120- 999- 000

3

深

深

3:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆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。

J:COM
カスタマーセンター

2

2

3:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2

※「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。

お申し込み、お問 い 合わせは

1

全米女子オープン
1 時間で振り返る2021 全米オープン
10:00 銀座ゴルフ倶楽部
ゴルフ選手権
10
最終日
【MC ヒロミ ゲストすみれ】
11:00 グラスホッパーズ
11
11:30 ギア猿
0:00 海外女子メジャー
〜華丸工場長の検証スペシャル（1）
0
1 時間で振り返る2021 全米女子オープン 0:30 らく･ごる #39
1:00 ゴルフのたすき 2021 #1 1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1
1:30 debut！ロマロ10 年の結晶 RayVシリーズ 1:30 オンデマンドでみよう！7月号 ▽1:45 プレメン！3 #4
2:00 インフォメーション 2:00 インフォメーション
二

生中継

9

8

9:00 海外女子メジャー 9:00 海外男子メジャー

★ 初オンエア番組

10

the MATCH #63
5
5:30 海外女子メジャー
イ・ミニョン ペ・ヒギョン
二 全米女子オープン
6:00 海外男子メジャー
6
二 全米オープン
ゴルフ選手権
3 日目
ゴルフ選手権
7
最終日
8:30 グラスホッパーズ

4

5:00 海外男子メジャー
5
1 時間で振り返る 2021 全米オープン
2018-19
二 3M オープン
6:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #90
6
6:30 debut！ロマロ 10 年の結晶 RayV シリーズ
最終日
優勝者 : マシュー・ウルフ 7:00 PGA ツアー
7
二 バーバソル
チャンピオンシップ
8
8:30 インフォメーション
1 日目
9:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
9
9:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4
10:00 インフォメーション 10:00 2021 年度 第 62 回
10
10:30 ひとりゴルフ
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
宮田成華
11
11:30 インフォメーション 11:30 プレメン！3 #2 ▽11:45 限定！ ギア MAX
0:00 イメージスイング
0:00 ★ 2021 年度 第 105 回
0
0:30 あすゴル！173 ▽0:45 プレメン！3 #2
日本アマチュア
1:00 インフォメーション
ゴルフ選手権競技
1
1:30 Golf Link #7
1:30 ゴルフ真剣勝負
2:00 グラスホッパーズ
the MATCH #63
2
2:30 インフォメーション
イ・ミニョン ペ・ヒギョン
3:00 ★ PGA ツアー
3:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
3
二 バーバソル
3:30 あすゴル！173 ▽3:45 限定！ ギア MAX
チャンピオンシップ 4:00 PGA ツアー
4
二 バーバソル
3 日目
チャンピオンシップ
5
2 日目
6:00 インフォメーション
6
6:30 ★ PGA ツアー
二 バーバソル
7:00 ひとりゴルフ
7
チャンピオンシップ
石井理緒
8:00 海外シニアメジャー
最終日
8
二 衛星生中継
全英シニアオープン
9
9:30 debut！ロマロ 10 年の結晶 RayV シリーズ
ゴルフ選手権
10:00 ★ 銀座ゴルフ倶楽部
presented by ロレックス 1 日目 前半
10
【MC ヒロミ ゲストすみれ】 10:30 ギア猿
11:00 ★ ゴルフ★パラダイス #76
〜華丸工場長の検証スペシャル（1）
11
11:30 ★ プレメン！3 吉本巧編 #3 11:30 グラスホッパーズ
▽11:45 ラキールカップ 第 7 回 0:00 限定！ ギアMAX ▽0:15 ★オンデマンドでみよう！7月号
0
日本クラブチームゴルフ選手権 0:30 海外シニアメジャー
二 衛星生中継
1:00 TEAM SERIZAWA 405
1
1:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
全英シニアオープン
2:00 インフォメーション
ゴルフ選手権
2
presented by ロレックス 1 日目 後半
3:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2 3:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
3
3:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4 3:30 二 3M オープン 1 日目

0
1:00 あすゴル！174 ▽1:15 限定！ ギアMAX

木

5:30 PGA ツアー

二ヶ国語放送

4

8

10:00 インフォメーション 10:00 海外男子メジャー

二

3:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4

6:00 海外男子メジャー
バーバソル
6
二 全米オープン
チャンピオンシップ
最終日
ゴルフ選手権
7
1 日目

8:30 インフォメーション

二

3:00 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2

後

二 バーバソル
バーバソル
チャンピオンシップ
チャンピオンシップ
7:00 PGA ツアー
1 日目
3 日目
二 バーバソル
チャンピオンシップ
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
2 日目
9:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
9:00 グラスホッパーズ
9:30 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4
9:30 らく･ごる #39
10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション
10:30 ひとりゴルフ
10:30 ひとりゴルフ
10:30 海外男子メジャー
二 全米プロ
北田瑠衣
小鯛竜也
11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション
ゴルフ選手権
0:00 debut！ロマロ10 年の結晶 RayVシリーズ 0:00 あすゴル！174 ▽0:15 プレメン！3 #3
1 日目
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #185 ▽0:45 PGA̲HL 0:30 ゴルフのたすき 2021 #1
1:00 インフォメーション 1:00 インフォメーション
1:30 ひとりゴルフ
1:30 ゴルトレ！ジュラシック木澤 1:30 インフォメーション
〜飛距離アップへの挑戦〜 2:00 海外男子メジャー
石井理緒
二 全米プロ
2:30 インフォメーション 2:30 インフォメーション
3:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #185 ▽3:15 あすゴル！174 3:00 2021 年度 第 62 回
ゴルフ選手権
3:30 グラスホッパーズ
2 日目
日本女子アマチュア
4:00 インフォメーション
ゴルフ選手権競技
4:30 ゴルフ真剣勝負
4:30 インフォメーション
the MATCH #63 5:00 グラスホッパーズ 5:00 インフォメーション
イ・ミニョン ペ・ヒギョン 5:30 PGA̲HL ▽5:45 プレメン！3 #3 5:30 海外男子メジャー
二 全米プロ
6:00 PGA ツアー
6:00 debut！ロマロ10 年の結晶 RayVシリーズ
二 3M オープン
6:30 インフォメーション
ゴルフ選手権
7:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
3 日目
最終日
「ゴルフスイッチ！」#64
8:00 ひとりゴルフ
8:30 あすゴル！174 ▽8:45 限定！ ギアMAX
石井理緒
9:00 ★ EVER GREEN CLUB #4 ▽9:15 ぎゅっと #185 9:00 2021 年度 第 105 回 9:00 海外男子メジャー
二 全米プロ
9:30 ★ スター☆ゴルフマッチⅡ #91
日本アマチュア
10:00 ★ あすゴル！174 ▽10:15 PGA̲HL
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 406
ゴルフ選手権競技
ゴルフ選手権
10:30 PGA ツアー
10:30 ★ Golf Link #8
10:30 ゴルフのたすき 2021 #1
最終日
二 3M オープン
11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #185 ▽11:15 PGA̲HL 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf 11:00 ★ ゴルフ★パラダイス #77
11:30 銀座ゴルフ倶楽部 11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #41 ▽11:45 ★Turf＆Trip 2 11:30 ★ プレメン！3 #4 ▽11:45 あすゴル！174
3 日目
【MC ヒロミ ゲストすみれ】 0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #141 0:00 海外男子メジャー 0:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
0:30 限定！ ギアMAX ▽0:45 あすゴル！174 0:30 PGA̲HL ▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #185
1 時間で振り返る2021 全米オープン
〜 25years of Tiger 〜
1:00 Golf Link #7
1:00 ゴルフのたすき 2021 #1 1:00 ギア猿
1:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
1:30 牧野裕の Enjoy Golf 1:30 PGA̲HL ▽1:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #185 1:30 機器メンテナンス
〜華丸工場長の検証スペシャル（1）
「ゴルフスイッチ！」#64
2:00 PGA ツアー
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション 2:00 インフォメーション
二 衛星生中継
3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
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
3M オープン
3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4
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
最終日

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1

※最大延長 午前 11:30

バーバソル
チャンピオンシップ
2 日目

8:30 グラスホッパーズ

4:00 インフォメーション （1:30~）機器メンテナンス

5:30 PGA ツアー

ディックススポーティンググッズ
オープン 最終日
年度 第 62 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
8:30 インフォメーション
9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #184 ▽9:15 プレメン！3 #2
9:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4
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 ゴルフのたすき 2021 #1
0:30 グラスホッパーズ
1:00 インフォメーション
1:30 debut！ロマロ 10 年の結晶 RayV シリーズ
2:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #184 ▽2:15 あすゴル！173
2:30 インフォメーション
3:00 ★ PGA ツアー
二 バーバソル
チャンピオンシップ
1 日目
二

7:00 2021

午

二 3M オープン
2 日目
▽3:45 ＰＧＡツアーハイライト
4:00 限定！ ギアMAX ▽4:15 プレメン！3 #3
4
4:30 PGA ツアー
二 バーバソル
5:00 PGA̲HL ▽5:15 限定！ ギア MAX
5
チャンピオンシップ 5:30 2021 年度 第 62 回
最終日
日本女子アマチュア
6
ゴルフ選手権競技
7:00 海外シニアメジャー
7
二 全英シニアオープン
7:30 ゴルフのたすき 2021 #1
8:00 海外シニアメジャー
ゴルフ選手権
8
二 衛星生中継
presented by ロレックス
2 日目 後半
全英シニアオープン
9
9:30 限定！ ギア MAX ▽9:45 PGA̲HL
ゴルフ選手権
presented by ロレックス 2 日目 前半 10:00 海外シニアメジャー
10
二 衛星生中継
10:30 銀座ゴルフ倶楽部
全英シニアオープン
【MCヒロミ ゲストRED RICE（湘南乃風）】
11
11:30 debut！ロマロ10 年の結晶 RayVシリーズ
ゴルフ選手権
0:00 PGA̲HL ▽0:15 あすゴル！173
presented by
0
0:30 海外シニアメジャー
ロレックス
二 衛星生中継
3 日目
1
全英シニアオープン
2:00 PGA ツアー
ゴルフ選手権
2
二 衛星生中継
presented by ロレックス 2 日目 後半
3:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
3M オープン
3
3:30 二 3M オープン ２日目
3 日目

3

二

火

※最大延長 午前 5:00

5:30 PGA ツアー チャンピオンズ

前

前

2

（2:00~）PGA ツアー

27

※最大延長 午前 5:00

年度 第 62 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
7:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2
7:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4
8:00 インフォメーション
8:30 牧野裕の Enjoy Golf
9:00 あすゴル！173 ▽9:15 プレメン！3 #2
9:30 インフォメーション
10:00 海外男子メジャー
二 全英オープン
ゴルフ選手権
最終日

午

午

7:00 2021 年度

11

1

月

▽7:15 限定！ ギア MAX
7:30 PGA ツアー プレーヤーズ #8
8:00 ゴルフのたすき 2021 #1
8:30 インフォメーション
9:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
9:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4
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 ゴルフのたすき 2021 #1 0:00 牧野裕の Enjoy Golf
0:30 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー 0:30 橋本マナミのリーダーズ #140
〜 25years of Tiger 〜 1:00 インフォメーション
1:30 PGA̲HL ▽1:45 限定！ ギア MAX 1:30 ゴルフのたすき 2021 #1
2:00 銀座ゴルフ倶楽部 2:00 グラスホッパーズ
【MC ヒロミ ゲストすみれ】 2:30 インフォメーション
3:00 debut！ロマロ10 年の結晶 RayVシリーズ 3:00 debut！ロマロ10 年の結晶 RayVシリーズ
3:30 ゴルフのたすき 2021 #1 3:30 ★ 海外シニアメジャー
二 全英シニアオープン
4:00 ひとりゴルフ
ゴルフ選手権
石井理緒
5:00 PGA̲HL ▽5:15 限定！ ギア MAX
presented by
5:30 2021 年度 第 105 回
ロレックス
日本アマチュア
最終日
ゴルフ選手権競技 6:30 インフォメーション
7:00 海外シニアメジャー 7:00 PGA ツアー
二 全英シニアオープンゴルフ選手権
二 3M オープン
presented by
最終日
ロレックス
3 日目

7:00 国内男子ツアー
第 105 回 7:00 国内男子ツアー
日本アマチュア
PLAYBACK
PLAYBACK
ゴルフ選手権競技
JAPAN
JAPAN
8
8:30 プレメン！3 #3 ▽8:45 限定！ ギアMAX
PLAYERS
PLAYERS
9:00 PGA ツアー
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
9
二 バーバソル
by サトウ食品
by サトウ食品
3 日目
最終日
チャンピオンシップ
10
3 日目

0

26

※最大延長 午前 5:00

二

6
7

※最大延長 午前 7:00

3:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2

5:30 2021

22

4:00 インフォメーション

夜

夜

二

3:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4

5:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の

6

深

深

5

3:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2

5:30 海外シニアメジャー

5

※最大延長 午前 7:30

後

後

ジョンディア
クラシック
最終日

5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #4

the MATCH #63
二 全米シニアオープン
二 全米シニアオープン
6:00 ギア猿
イ・ミニョン ペ・ヒギョン
「ゴルフスイッチ！」#64
ゴルフ選手権
ゴルフ選手権
〜華丸工場長の検証スペシャル（1） 6:30 debut！ロマロ 10 年の結晶 RayV シリーズ 6:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
7:00 海外男子メジャー
7:00 海外男子メジャー
7:00 海外男子メジャー
3 日目
最終日
二 全英オープン
二 全英オープン
二 全英オープン
ゴルフ選手権
ゴルフ選手権
ゴルフ選手権
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
1 日目
2 日目
3 日目
9:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2 9:00 あすゴル！172 ▽9:15 プレメン！3 #2
9:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4 9:30 ゴルフのたすき 2021 #1
10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション
10:30 ひとりゴルフ
10:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」#64
照山亜寿美
11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー
0:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
二 ジョンディア
0:30 牧野裕の Enjoy Golf
1:00 インフォメーション
クラシック
1:30 銀座ゴルフ倶楽部
最終日
【MCヒロミ ゲストRED RICE（湘南乃風）】 2:00 インフォメーション
2:30 海外男子メジャー
2:30 海外男子メジャー
二 衛星生中継
二 衛星生中継
3:00 インフォメーション
3:00 あすゴル！172 ▽3:15 ★あすゴル！173
3:30 らく･ごる #39
3:30 TEAM SERIZAWA 405
全英オープン
全英オープン
4:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
4:00 ★ グラスホッパーズ
4:00 らく･ごる #39
ゴルフ選手権
ゴルフ選手権
4:30 インフォメーション
4:30 Golf Link #7
4:30 debut！ロマロ 10 年の結晶 RayV シリーズ
1 日目
2 日目
5:00 ゴルフ真剣勝負
5:00 あすゴル！172 ▽5:15 限定！ ギア MAX 5:00 海外男子メジャー
二 衛星生中継
5:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
the MATCH #63
6:00 海外男子メジャー
イ・ミニョン ペ・ヒギョン
全英オープン
二 衛星生中継
6:30 インフォメーション
ゴルフ選手権
7:00 ギア猿
最終日
全英オープン
ゴルフ選手権
〜華丸工場長の検証スペシャル（1）
8:00 海外男子メジャー
3 日目
1 時間で振り返る 2021 全米オープン
9:00 ★ debut！ロマロ 10 年の結晶 RayVシリーズ
9:30 ゴルフのたすき 2021 #1
10:00 ★ ひとりゴルフ
石井理緒
11:00 ★ ゴルフ★パラダイス #75
11:30 ★ プレメン！3 #2 ▽11:45 あすゴル！172
0:00 2021 年度 第 62 回
日本女子アマチュア
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
5:30 海外シニアメジャー

4

午

午

4

水

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #5

2

（3:30~）PGA ツアー

21

5:00 ゴルフ真剣勝負

10:00 ★ TEAM

金

火

5:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #90

9:30 ★ スター☆ゴルフマッチⅡ #90

23

20

5:00 橋本マナミのリーダーズ #139

11:30 インフォメーション

3:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4

月

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #3

9:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4

3:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2

19

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #2

SERIZAWA 405
10:30 ★ Golf Link #7
11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #183 ▽11:15 あすゴル！172 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11
11:30 ゴルフ真剣勝負
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #39 ▽11:45 ★Turf＆Trip 2
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #139
the MATCH #63
0
イ・ミニョン ペ・ヒギョン 0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #183 ▽0:45 PGA̲HL
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #183 ▽1:15 PGA̲HL 1:00 あすゴル！172 ▽1:15 プレメン！3 #1
1
1:30 イメージスイング
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
3

日

日

衛星生中継
ジョンディア
クラシック
3 日目

#39
▽7:15 限定！ ギア MAX
7
7:30 ゴルフのたすき 2021 #1 7:30 ★ 国内女子ツアー
8:00 ★ 国内女子ツアー
とことん 1 番ホール生中継
8
ニッポンハム
とことん 1 番ホール生中継
レディスクラシック
ニッポンハム
9
最終日 ※最大延長 午前 10:30
レディス
10:00 インフォメーション
クラシック
10
10:30 ラキールカップ 第 7 回
3 日目
日本クラブチームゴルフ選手権
11
▽11:45 ＰＧＡツアーハイライト
0:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
0
「ゴルフスイッチ！」#64
1:00 ゴルフ真剣勝負
1:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
1
1:30 国内女子ツアー
the MATCH #63
イ・ミニョン ペ・ヒギョン
PLAYBACK1 番ホール
2
2:30 あすゴル！171 ▽2:45 PGA̲HL
ニッポンハム
3:00 ギア猿
レディスクラシック
3
最終日
〜華丸工場長の検証スペシャル（1）
4:00 海外男子メジャー
4:00 銀座ゴルフ倶楽部
4
1 時間で振り返る 2021 全米オープン
【MCヒロミ ゲストRED RICE（湘南乃風）】
5:00 限定！ ギア MAX
5:00 PGA ツアー
5
二
ジョンディア
▽5:15
クラシック
国内女子ツアー
6
3 日目
PLAYBACK1 番ホール
ニッポンハム
7
レディス
クラシック
8
3 日目
▽9:15 ＰＧＡツアーハイライト
9
9:30 PGA ツアー
二 ジョンディア
10:00 ★ あすゴル！172 ▽10:15 PGA̲HL
10
10:30 ★ 海外シニアメジャー
クラシック
二 全米シニアオープン
2 日目
11
ゴルフ選手権
3 日目
0
0:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1
1:30 PGA̲HL ▽1:45 限定！ ギア MAX 1:30 PGA̲HL ▽1:45 限定！ ギア MAX
2:00 PGA ツアー
2:00 PGA ツアー
2
二 衛星生中継
二 衛星生中継
ジョンディア
ジョンディア
3
クラシック 3 日目
クラシック 最終日

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1

8:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の

10

18

二

7:00 らく･ごる

4:00 インフォメーション

10:30 ひとりゴルフ

9

2018-19
二 ジョンディア
6:00 PGA ツアー プレーヤーズ #8
6:30 PGA ツアー チャンピオンズ
クラシック
二 ブリヂストンシニアプレーヤーズ
7:00 海外シニアメジャー
最終日
優勝者 : ディラン・フリテッリ 二 衛星生中継
チャンピオンシップ
最終日
全米シニアオープン
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
ゴルフ選手権 1 日目 後半
9:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2 9:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2 9:00 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
9:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4 9:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4 9:30 橋本マナミのリーダーズ #138
10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション
10:30 ひとりゴルフ
10:30 ひとりゴルフ
10:30 ひとりゴルフ
石坂友宏
木下稜介
宮本勝昌
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 ゴルトレ！山本邦子
0:00 ゴルトレ！ジュラシック木澤 0:00 ゴルフのたすき 2021 #1
〜イメージ通りのスイングへの挑戦〜
〜飛距離アップへの挑戦〜 0:30 PGA̲HL ▽0:45 プレメン！3 #1
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 海外男子メジャー
1:30 海外シニアメジャー 2019 1:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
1 時間で振り返る 2021 全米オープン 二 全米シニアオープン
「ゴルフスイッチ！」#64
2:30 インフォメーション
2:30 インフォメーション
ゴルフ選手権
3:00 PGA ツアー チャンピオンズ
3:00 2021 年度 第 62 回
最終日
二 ディックススポーティンググッズ
優勝者 : スティーブ・ストリッカー
日本女子アマチュア
オープン 1 日目
ゴルフ選手権競技
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
5:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー 5:00 あすゴル！171 ▽5:15 プレメン！3 #1 5:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #89
〜 25years of Tiger 〜 5:30 ゴルフのたすき 2021 #1 5:30 PGA̲HL ▽5:45 プレメン！3 #1
6:00 インフォメーション
6:00 インフォメーション
6:00 インフォメーション
6:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 6:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 6:30 PGA ツアー
二 ディックススポーティンググッズ
二 ディックススポーティンググッズ
二 ジョンディア
オープン 2 日目
オープン 最終日
クラシック
8:00 銀座ゴルフ倶楽部
8:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
1 日目
【MCヒロミ ゲストRED RICE（湘南乃風）】
「ゴルフスイッチ！」#64
9:00 ★ ゴルフ真剣勝負
9:00 ★ debut！カーボンアイアンＯＴが初登場
9:30 ギア猿
9:30 あすゴル！171
the MATCH #63
イ・ミニョン ペ・ヒギョン
〜華丸工場長の検証スペシャル（1）
▽9:45 二
10:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1 10:30 海外男子メジャー
海外シニアメジャー
11:00 ★ ゴルフ★パラダイス ＃７４
全米シニアオープン
1 時間で振り返る 2021 全米オープン
11:30 ★ プレメン！3 #1 ▽11:45 あすゴル！171 11:30 PGA ツアー チャンピオンズ
ゴルフ選手権
二 ディックススポーティンググッズ
0:00 ゴルフのたすき 2021 #1
1 日目
0:30 PGA ツアー チャンピオンズ
▽0:45 ＰＧＡツアーハイライト
オープン 最終日
二 ディックススポーティンググッズ
1:00 海外シニアメジャー
1:00 海外シニアメジャー
二 衛星生中継
二 衛星生中継
オープン 2 日目
2:00 インフォメーション
全米シニアオープン
全米シニアオープン
ゴルフ選手権
ゴルフ選手権
3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
1 日目 前半
2 日目
3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4

11

（2:00~）PGA ツアー

前

前

8

土

5:30 PGA ツアー

土

衛星生中継
ジョンディア
クラシック
2 日目

4:00 インフォメーション

9:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2

ジョンディア
クラシック
最終日

17

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #9

二

4:00 インフォメーション

二

二

金

10

4:00 PGA ツアー

4:00 インフォメーション

10:00 インフォメーション

7:00 PGA ツアー

16

金

衛星生中継
ジョンディア
クラシック
1 日目

4:00 インフォメーション

8:30 インフォメーション

6:30 debut！カーボンアイアンＯＴが初登場

木

9

4:00 PGA ツアー

4:00 インフォメーション

二

6:00 インフォメーション

15

木

4:00 インフォメーション

※最大延長 午前 11:30

5

水

8

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

5:30 海外シニアメジャー

▽7:15 限定！ ギア MAX
7:30 PGA ツアー プレーヤーズ #10
8:00 ゴルフのたすき 2021 #1
8
8:30 インフォメーション
9:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
9
9:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
10:00 インフォメーション
10
10:30 ひとりゴルフ
ゴルフタレントなみき
11
11:30 インフォメーション
0:00 海外男子メジャー
0
1 時間で振り返る 2021 全米オープン
1:00 インフォメーション
1
1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン！3 #1
2:00 牧野裕の Enjoy Golf
2
2:30 インフォメーション
3:00 ★ 海外シニアメジャー
3
二 全米シニアオープン
ゴルフ選手権
4
最終日

7

14

水

4:00 機器メンテナンス

4:00 インフォメーション

7

6

火

ニュース・レッスン・情報番組

午

午

6

衛星生中継
ジョンディア
クラシック
最終日

PGAツアー チャンピオンズ

その他の競技

深 夜

深 夜

二

PGAツアー

国内女子ツアー

午 後

午 後

月

（2:00~）PGA ツアー

海外女子メジャー

国内ツアー

午 前

午 前

12

4

7

海外メジャー

二

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #7
5:30 PGA ツアー
2019-20
二 ロケットモーゲージ
二 ロケットモーゲージ
6
※最大延長 午前 8:00
※最大延長 午前 11:00
クラシック
クラシック
7:00 海外男子メジャー
7:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
▽7:15 インフォメーション
▽7:15 限定！ ギア MAX
最終日
3 日目
7
▽7:45 限定！ ギア MAX 7:30 PGA ツアー プレーヤーズ #6
優勝者 : ブライソン・デシャンボー
1 時間で振り返る 2021 全米オープン
〜 25years of Tiger 〜
8:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #89 8:00 限定！ ギア MAX ▽8:15 あすゴル！170 8:00 ギア猿
8:00 ゴルフのたすき 2021 #1
8
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
8:30 橋本マナミのリーダーズ #137
〜華丸工場長の検証スペシャル（1） 8:30 インフォメーション 8:30 インフォメーション
9:00 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2 9:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2 9:00 国内男子ツアー
9:00 国内男子ツアー
9:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2 9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽9:15 Giver ゴルフの息吹
9
9:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4 9:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4
9:30 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4 9:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4
PLAYBACK
PLAYBACK
10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション
10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション
JAPAN
JAPAN
10
10:30 ひとりゴルフ
10:30 ひとりゴルフ
10:30 イメージスイング
10:30 ひとりゴルフ
PLAYERS
PLAYERS
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP 11:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
林菜乃子
進藤大典
野澤真央
11
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 11:30 インフォメーション
by サトウ食品
by サトウ食品
0:00 ゴルトレ！ジュラシック木澤 0:00 ゴルトレ！山本邦子
0:00 ひとりゴルフ
0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽0:15 PGA̲HL
3 日目
最終日
0
0:30 ゴルフのたすき 2021 #1
古閑美保
〜飛距離アップへの挑戦〜
〜イメージ通りのスイングへの挑戦〜
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
1:00 インフォメーション
1
1:30 PGA ツアー
1:30 ゴルフのたすき 2021 #1
1:30 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー 1:30 海外女子メジャー
二 トラベラーズ
2:00 PGA̲HL ▽2:15 Giver ゴルフの息吹 2:00 PGA̲HL ▽2:15 限定！ ギア MAX 2:00 PGA̲HL ▽2:15 限定！ ギア MAX
〜 25years of Tiger 〜
1 時間で振り返る 2021 全米女子オープン
2
チャンピオンシップ 2:30 インフォメーション 2:30 ゴルフのたすき 2021 #1 2:30 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2 2:30 インフォメーション 2:30 インフォメーション
3:00 PGA ツアー チャンピオンズ 3:00 PGA ツアー
3:00 TEAM SERIZAWA 404 3:00 牧野裕の Enjoy Golf 3:00 PGA ツアー
最終日
3
二 ブリヂストンシニアプレーヤーズ
二 ロケットモーゲージ
二 ロケットモーゲージ
3:30 ★ 2021 年度 第 62 回 3:30 PGA̲HL ▽3:45 Giver ゴルフの息吹
チャンピオンシップ
クラシック
クラシック
日本女子アマチュア 4:00 インフォメーション
4
4:30 インフォメーション
4:30 ギア猿
3 日目
2 日目
最終日
ゴルフ選手権競技
5:00 PGA ツアー チャンピオンズ 5:00 インフォメーション
5:00 PGA ツアー
〜華丸工場長の検証スペシャル（1）
5
二 ブリヂストンシニアプレーヤーズ
二 ロケットモーゲージ
5:30 ひとりゴルフ
5:30 インフォメーション
6:00 銀座ゴルフ倶楽部
6:00 PGA ツアー
6:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽6:15 あすゴル！171
チャンピオンシップ 2 日目
クラシック
進藤大典
6
二 ロケットモーゲージ
6:30 インフォメーション
6:30 インフォメーション
6:30 インフォメーション
3 日目
【MCヒロミ ゲストRED RICE（湘南乃風）】
7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 7:00 あすゴル！170 ▽7:15 PGA̲HL 7:00 Golf Link #6
7:00 PGA ツアー プレーヤーズ #6
クラシック
7
二 ブリヂストンシニアプレーヤーズ
7:30 PGA ツアー
7:30 PGA̲HL ▽7:45 限定！ ギア MAX
7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
最終日
二 ロケットモーゲージ
二 ディックススポーティンググッズ
8:00 海外女子メジャー
チャンピオンシップ
8
3 日目
オープン 1 日目
クラシック
1 時間で振り返る 2021 全米女子オープン
9:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
9:00 海外男子メジャー
9:00 ★ EVER GREEN CLUB #1 ▽9:15 限定！ ギアMAX
1 日目
9
二 ブリヂストンシニアプレーヤーズ
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #89
1 時間で振り返る 2021 全米オープン
10:00
10:00
10:00
★ あすゴル！171 ▽10:15 PGA̲HL
★らく･ごる #39
チャンピオンシップ
PGA ツアー
10
二 ロケットモーゲージ 10:30 PGA ツアー チャンピオンズ
10:30 限定！ ギア MAX ▽10:45 PGA̲HL
10:30 ゴルフのたすき 2021 #1
最終日
二 ブリヂストンシニアプレーヤーズ 11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽11:15 あすゴル！171 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:00 あすゴル！170 ▽11:15 限定！ ギア MAX 11:00 ★ ギア猿
クラシック
11
11:30 海外女子メジャー
11:30
11:30
★ 藤田光里 向上委員会 #38 ▽11:45 ★Turf＆Trip 2
2 日目
チャンピオンシップ
〜華丸工場長の検証スペシャル（1）
★ 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
1 時間で振り返る 2021 全米女子オープン 0:00 PGA ツアー チャンピオンズ
「ゴルフスイッチ！」#64 0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #138
最終日
0
二 ブリヂストンシニアプレーヤーズ
0:30 ゴルフのたすき 2021 #1
0:30 PGA̲HL ▽0:45 限定！ ギア MAX 0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽0:45 PGA̲HL 0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #182 ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00 ひとりゴルフ
1:00
1:00
1:00
1:00
牧野裕の Enjoy Golf
あすゴル！171 ▽1:15 PGA̲HL
チャンピオンシップ
ひとりゴルフ
ひとりゴルフ
1
1:30 PGA̲HL ▽1:45 限定！ ギア MAX
1:30 イメージスイング
最終日
ゴルフタレントなみき
林菜乃子
古閑美保
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
2:00 PGA ツアー
2:00 PGA ツアー
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
2
二 衛星生中継
二 衛星生中継
3:00 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2 3:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
ロケットモーゲージ
ロケットモーゲージ 3:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2 3:00 プレメン！3 田島創志編 #1＆2
3
3:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4 3:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4
3:30 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4 3:30 プレメン！3 田島創志編 #3＆4
クラシック 3 日目
クラシック 最終日

5

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #5

土

4:00 PGA ツアー

衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
1 日目

特集・おすすめ番組

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

