2022.02
1

4

火

2

4:00 インフォメーション

水

3

（1:00~）機器メンテナンス

5:00 PGA ツアー
二

8:30 ★ ライジングレディースゴルフ TV

11

3:30 プレメン！3

金

12

4:00 インフォメーション

5:00 PGA ツアー

プレーヤーズ #8 5:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
2019-20
二 AT＆T
AT＆T
ペブルビーチ
ペブルビーチ
プロアマ
プロアマ
1 日目
最終日
優勝者 : ニック・テイラー 8:00 橋本マナミのリーダーズ #165
8:30 インフォメーション
8:30 TEAM SERIZAWA 418
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
永井花奈
稲森佑貴
10:00 インフォメーション
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2 10:30 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
11:00 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4 11:00 プレメン！3 土手陸編 #3＆4
11:30 インフォメーション
11:30 インフォメーション
0:00 ゴルフサバイバル #2
0:00 ゴルフサバイバル #3
5:30 PGA ツアー

1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二

二

土

8:00 PGA ツアー
二

11:00 あすゴル！ #201 ▽11:15

限定！ ギア MAX
チャンピオンズ
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
1:30 イメージスイング
2:00 インフォメーション

11:30 PGA ツアー
二

6:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #70

衛星生中継
ウェイストマネジメント
フェニックス
オープン
2 日目

9:00 らく･ごる

#46

9:30 橋本マナミのリーダーズ

日

#166
10:00 資生堂 企業対抗レディス
ゴルフトーナメント 2021
11:00 勝者の条件
池田勇太のマネジメント論 #1＆2
0:00 勝者の条件
池田勇太のマネジメント論 #3＆4
1:00 あすゴル！ #202 ▽1:15 PGA̲HL
1:30 国内男子ツアー
PLAYBACK 2021
JAPAN
PLAYERS
CHAMPIONSHIP
by サトウ食品
最終日
優勝者 : 片岡尚之

※最大延長 午前 9：30

▽8:45 インフォメーション
▽9:15 プレメン！4 横田英治編 #2
9:30 Golf Link #21
10:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」#71
11:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #70
0:30 PGA̲HL ▽0:45

限定！ ギア MAX
1:00 ゴルフサバイバル #1
2:00 ゴルフサバイバル

#2

3:00 ゴルフサバイバル

#3

4:00 ゴルフサバイバル

#4

5:00 ギア猿

6:30 ひとりゴルフ

〜第 3 回アッツイ人選手権〜

6:00 銀座ゴルフ倶楽部

5

月

衛星生中継
ザ・ジェネシス
インビテーショナル
最終日

※最大延長 午前 11：30

22

火

4:00 インフォメーション

月

15

火

4:00 インフォメーション
衛星生中継
ウェイストマネジメント 5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
5:30 PGA ツアー 2016-17
フェニックス
二 ジェネシス
オープン
最終日
オープン
最終日 後半
※最大延長 午前 11：00
優勝者 : ダスティン・ジョンソン
▽8:15 限定！ ギア MAX
8:30 PGA ツアープレーヤーズ ♯11 松山英樹 8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
進藤大典
古閑美保
10:00 インフォメーション
10:00 インフォメーション
10:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #1＆2 10:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #5＆6
11:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #3＆4 11:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #7＆8
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 2020-21 0:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
二 ザ・ジェネシス
「ゴルフスイッチ！」#71
1:00 インフォメーション
インビテーショナル
1:30 ゴルフ真剣勝負
最終日
優勝者 : マックス・ホーマ
the MATCH #70

（3:00~）PGA ツアー

10

木

4:00 インフォメーション

4

#10 5:00 PGA ツアープレーヤーズ ♯11 松山英樹
2018-19 5:30 PGA ツアー 2019-20
二 ウェイストマネジメント
二 ウェイストマネジメント
フェニックスオープン
フェニックス
最終日
オープン
優勝者 : リッキー・ファウラー
最終日
優勝者 : ウェブ・シンプソン
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
関藤直熙
林菜乃子
10:00 インフォメーション
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！4 赤坂友昭編 #1＆2 10:30 プレメン！4 永井研史編 #1＆2
11:00 プレメン！4 赤坂友昭編 #3＆4 11:00 プレメン！4 永井研史編 #3＆4
11:30 インフォメーション
11:30 インフォメーション
0:00 銀座ゴルフ倶楽部
0:00 あすゴル！ #202 ▽0:15 プレメン！4 #2
0:30 イメージスイング
【ゲスト博多華丸】
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 チャンピオンズ 1:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 三菱エレクトリック
二 三菱エレクトリック
チャンピオンシップ
チャンピオンシップ
3:00 インフォメーション
at フアラライ 1 日目
at フアラライ 2 日目
3:30 ギア猿
3:30 ゴルトレ！ジュラシック木澤 3:30 ゴルトレ！山本邦子
〜第 3 回アッツイ人選手権〜
〜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〜
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 ゴルフサバイバル #1
5:00 ゴルフサバイバル #2
5:00 ゴルフサバイバル #3
6:00 レジェンドアスリートゴルフマッチ！ #2

5:30 PGA ツアー

6:00 インフォメーション
Starting Now
6:30 PGA ツアー
二 AT＆T
7:00 ひとりゴルフ
7:00 PGA ツアー チャンピオンズ 2021
二 PNC チャンピオンシップ
ペブルビーチ
藤田寛之
8:00 あすゴル！ #202 ▽8:15 PGA̲HL
プロアマ
1 日目
8:30 ★ ライジングレディースゴルフ TV
3 日目
9:00 PGA ツアー チャンピオンズ 2021
【MATCH 10】#2
二 PNC チャンピオンシップ
9:30 スターゴルフマッチⅢ #9
9:30 PGA ツアー
二
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 419
最終日
AT＆T
10:30 ★ Golf Link #21
ペブルビーチ
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf 11:00 ★ ゴル★パラ #104
プロアマ
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #66 ▽11:45 ★Turf＆Trip 3 11:30 あすゴル！ #202 ▽11:45 プレメン！4 #2
最終日
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #166 0:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #5 ▽0:15 限定！ ギアMAX
0:30 ゴルフサバイバル #1
0:30 ゴルフサバイバル #2
0:30 ゴルフサバイバル #3
6:30 インフォメーション

1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン！4 #1
2:00 インフォメーション

6:00 稲見萌寧

1:30 イメージスイング

1:30 プレメン！4 #2 ▽1:45 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #6

2:00 インフォメーション

2:00 インフォメーション

16

水

17

4:00 機器メンテナンス

木

18

4:00 インフォメーション

金

19

4:00 インフォメーション

土

4:00 インフォメーション

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

20

二

5:00 PGA ツアー

6:00 PGA ツアー
二

2017-18
ジェネシス
オープン
最終日 後半
優勝者 : ババ・ワトソン

9:00 ひとりゴルフ

野澤真央
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2
11:00 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 ゴルフサバイバル #5

プレーヤーズ #2 5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #3
2019-20 5:30 プレメン！4 #2 ▽5:45 限定！ ギア MAX
二 ザ・ジェネシス
6:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
インビテーショナル
最終日
ザ・ジェネシス
優勝者 : アダム・スコット
インビテーショナル
1 日目
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
石坂友宏
10:00 インフォメーション
10:00 稲見萌寧
Starting Now
10:30 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2
11:00 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4 11:00 橋本マナミのリーダーズ #167
11:30 インフォメーション
11:30 インフォメーション
0:00 ゴルフサバイバル #6
0:00 ゴルフサバイバル #7
5:30 PGA ツアー

1:00 インフォメーション

1:00 インフォメーション

1:30 debut！TENSEI ブランドに新たなモデルが登場！?
〜第 3 回アッツイ人選手権〜 2:00 レジェンドアスリートゴルフマッチ！ #2
2:30 インフォメーション
3:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #1＆2
3:00 インフォメーション
3:00 インフォメーション
3:00 PGA ツアー
二 ウェイストマネジメント 3:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #3＆4
3:30 らく･ごる #46
3:30 PGA ツアー
二 ウェイストマネジメント
4:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #5＆6
4:00 あすゴル！ #203 ▽4:15 PGA̲HL
フェニックス
4:30 インフォメーション
4:30 ゴルフ真剣勝負
オープン
フェニックス
5:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
3 日目
オープン
the MATCH #70
最終日
「ゴルフスイッチ！」#71
6:00 牧野裕の Enjoy Golf
6:00 debut！TENSEI ブランドに新たなモデルが登場！? 6:00 牧野裕の Enjoy Golf
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
6:30 インフォメーション
7:00 ひとりゴルフ
7:00 ★ ゴルフサバイバル #5 7:00 ★ ゴルフサバイバル #6 7:00 ★ ゴルフサバイバル #7
進藤大典
8:00 PGA ツアー
8:00 PGA̲HL ▽8:15 限定！ ギア MAX 8:00 あすゴル！ #203 ▽8:15 プレメン！4 #2 8:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
二 ウェイストマネジメント 8:30 ★ ライジングレディースゴルフ TV
8:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #8 ▽8:45 限定！ ギアMAX
〜 25years of Tiger 〜
9:00 勝者の条件
9:00 PGA ツアー
フェニックス
【MATCH 10】#3
二 ウェイストマネジメント
9:30 ★ スターゴルフマッチⅢ #10
オープン
西村優菜のマネジメント論 #1＆2
10:00 ★ debut！TENSEIブランドに新たなモデルが登場！? 10:00 勝者の条件
最終日
フェニックス
10:30 プレメン！4 横田英治編 #3＆4
オープン
西村優菜のマネジメント論 #3＆4
11:00 勝者の条件
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf 11:00 ★ ゴル★パラ #105
最終日
堀川未来夢のマネジメント論 #1＆2 11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #67 ▽11:45 あすゴル！ #203 11:30 プレメン！4 #3 ▽11:45 限定！ ギア MAX
0:00 勝者の条件
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #167 0:00 ひとりゴルフ
0:00 あすゴル！ #203 ▽0:15 プレメン！4 #3
0:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #1 ▽0:45 限定！ ギアMAX
堀川未来夢のマネジメント論 #3＆4 0:30 PGA̲HL ▽0:45 限定！ ギア MAX
野澤真央
1:00 あすゴル！ #203 ▽1:15 PGA̲HL 1:00 銀座ゴルフ倶楽部
1:00 Golf Link #21
1:00 ひとりゴルフ
1:30 イメージスイング
1:30 イメージスイング
【ゲスト博多華丸】
石坂友宏
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
2:00 インフォメーション
1:30 ギア猿

2:30 インフォメーション

5:00 PGA ツアー

プレーヤーズ #4
限定！ ギア MAX
6:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
ザ・ジェネシス
インビテーショナル
2 日目
5:30 プレメン！4 #3 ▽5:45

10:00 銀座ゴルフ倶楽部

【ゲスト博多華丸】

11:00 ギア猿

〜第 3 回アッツイ人選手権〜
#8

0:00 ゴルフサバイバル

1:00 インフォメーション

1:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の

2:00 イメージスイング

2:00 あすゴル！ #203 ▽2:15 PGA̲HL

3:00 PGA ツアー

3:00 レジェンドアスリートゴルフマッチ！ #2

1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン！4 #3
2:30 インフォメーション

チャンピオンズ
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 インフォメーション
5:30 PGA̲HL ▽5:45 あすゴル！ #203
6:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」#71
7:00 ★ ゴルフサバイバル #8
二

8:00 PGA ツアー
二

ザ・ジェネシス
インビテーショナル
1 日目

11:00 debut！TENSEI ブランドに新たなモデルが登場！?
11:30 PGA̲HL ▽11:45

限定！ ギア MAX

0:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #1＆2
0:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #3＆4
1:00 ひとりゴルフ

古閑美保
2:00 インフォメーション

「ゴルフスイッチ！」#71

2:30 debut！TENSEI ブランドに新たなモデルが登場！?
3:30 TEAM

日

（3:00~）PGA ツアー

二

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #5
5:30 2021

年度 第 62 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
7:00 限定！ ギア MAX ▽7:15 プレメン！4 #3
7:30 PGAツアー 2015-16 ザ・ホンダクラシック
最終日 優勝者 : アダム・スコット
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
宮本勝昌
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
11:00 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー
二 ザ・ジェネシス
インビテーショナル
最終日

24

木

4:00 インフォメーション

25

8:30 debut！TENSEIブランドに新たなモデルが登場！?

8:30 インフォメーション

9:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の 9:00 ひとりゴルフ
「ゴルフスイッチ！」#71
ゴルフタレントなみき
2021 国内女子ツアー一挙放送 10:00 インフォメーション
10:00 T ポイント ENEOS ゴルフトーナメント 10:30 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
最終日 優勝者 : 小祝さくら 11:00 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4
11:30 CAT Ladies
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー
最終日
二 ザ・ジェネシス
優勝者 : 小祝さくら
1:00 宮里藍 サントリーレディスオープン
インビテーショナル
3 日目
ゴルフトーナメント
最終日 優勝者 : 青木瀬令奈
2:30 第 52 回 住友生命 Vitality レディス
東海クラシック 最終日 優勝者 : 西村優菜 3:00 インフォメーション
▽3:45 あすゴル！ #204 3:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
4:00 稲見萌寧
「ゴルフスイッチ！」#71
Starting Now
4:30 インフォメーション
5:00 ゴルフサバイバル #6 5:00 ゴルフサバイバル #7

2021 国内女子ツアー一挙放送 6:00 インフォメーション
6:00 富士通レディース
6:30 あすゴル！ #204 ▽6:45 プレメン！4 #4
最終日 優勝者 : 古江彩佳 7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 チャブ
7:30 伊藤園レディス
クラシック
ゴルフトーナメント
2 日目
最終日 優勝者 : 稲見萌寧
9:00 樋口久子 三菱電機レディス 9:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 チャブ
ゴルフトーナメント
最終日 優勝者 : 渋野日向子
クラシック
10:30 ★ 三ヶ島かな 25 歳の現在地 〜 chapter 1 〜
最終日
11:00 ★ ゴル★パラ #106 11:00 ひとりゴルフ
11:30 ギア猿
ゴルフタレントなみき
〜第 3 回アッツイ人選手権〜 0:00 プレメン！4 #4 ▽0:15 限定！ ギア MAX
0:30 ゴルフサバイバル #6 0:30 ゴルフサバイバル #7
1:30 らく･ごる

#46

2:00 インフォメーション
3:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
3:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4

二

8:00 資生堂

企業対抗レディス
ゴルフトーナメント 2021
9:00 ひとりゴルフ
石井理緒
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
11:00 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー
二 ザ・ジェネシス
インビテーショナル
最終日
3:00 インフォメーション

3:30 PGA̲HL ▽3:45 プレメン！4 #4
4:00 レジェンドアスリートゴルフマッチ！ #2
4:30 インフォメーション
5:00 ゴルフサバイバル

土

#8

6:00 三ヶ島かな 25 歳の現在地 〜 chapter 1 〜
6:30 インフォメーション

7:00 debut！TENSEIブランドに新たなモデルが登場！?

8:00 三ヶ島かな 25 歳の現在地 〜 chapter 1 〜
8:30 橋本マナミのリーダーズ #168
9:00 debut！TENSEIブランドに新たなモデルが登場！?
9:30 牧野裕の Enjoy

Golf
SERIZAWA 420
10:30 勝者の条件
鈴木愛のマネジメント論 #1＆2
11:30 勝者の条件
鈴木愛のマネジメント論 #3＆4
0:30 限定！ ギア MAX ▽0:45 プレメン！4 #4
1:00 あすゴル！ #204 ▽1:15 PGA̲HL
1:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 チャブ
クラシック
2 日目
3:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 チャブ
クラシック
最終日
5:30 PGA̲HL ▽5:45 限定！ ギア MAX
6:00 ギア猿
〜第 3 回アッツイ人選手権〜
7:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #70
10:00 TEAM

限定！ ギア MAX
8:00 PGA ツアー
二 ザ・ホンダ
8:30 PGA̲HL ▽8:45 限定！ ギア MAX
9:00 TaylorMade invitational
クラシック
1 日目
銀座ゴルフ倶楽部 CUP
10:00 PGA ツアー
二 ザ・ホンダ
11:00 ひとりゴルフ
クラシック
2 日目
石井理緒
0:00 あすゴル！ #204 ▽0:15 限定！ ギア MAX
0:30 ゴルフサバイバル #8
1:00 ライジングレディースゴルフ TV
1:30 debut！TENSEIブランドに新たなモデルが登場！? 1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン！4 #4
【MATCH 10】#4
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
3:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
3:30 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4

7:30 PGA̲HL ▽7:45

衛星生中継
ザ・ホンダ
クラシック
2 日目

3:00 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
3:30 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4

3:00 PGA ツアー 衛星生中継
二

ザ・ホンダクラシック ３日目

27

日

（3:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
ザ・ホンダ
クラシック
3 日目

※最大延長 午前 9：00

28

月

（3:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
ザ・ホンダ
クラシック
最終日

4

衛星生中継
ザ・ジェネシス
インビテーショナル
3 日目

5
6
7

※最大延長 午前 10：00

▽9:15 インフォメーション
▽9:45 プレメン！4 横田英治編 #3
10:00 debut！TENSEI ブランドに新たなモデルが登場！?
10:30 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
〜 25years of Tiger 〜
11:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1
0:00 PGA̲HL ▽0:15 限定！ ギア MAX
0:30 国内男子ツアー
PLAYBACK 2021
JAPAN
PLAYERS
CHAMPIONSHIP
by サトウ食品
最終日
優勝者 : 片岡尚之

SERIZAWA 419
4:00 Golf Link #21
4:30 らく･ごる #46
5:00 PGA̲HL ▽5:15 限定！ ギア MAX
5:30 ゴルフのたすき 2021 #1 5:30 PGA̲HL ▽5:45 限定！ ギア MAX
6:00 ゴルフのたすき 2021 #2 6:00 資生堂 企業対抗レディス
6:30 ゴルフのたすき「教える人 教わる人 9H Challenge」
ゴルフトーナメント 2021
7:00 勝者の条件
7:00 PGA ツアー
二 ザ・ジェネシス
今平周吾のマネジメント論 #1＆2
8:00 勝者の条件
インビテーショナル
3 日目
今平周吾のマネジメント論 #3＆4
9:00 PGA ツアー
二 ザ・ジェネシス
10:00 ★ あすゴル！ #204 ▽10:15 プレメン！4 #3
インビテーショナル
10:30 限定！ ギアMAX ▽10:45 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #2
2 日目
11:00 ★ TaylorMade invitational
銀座ゴルフ倶楽部 CUP
0:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #5＆6 0:00 PGA̲HL ▽0:15 プレメン！4 #3
0:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #7＆8 0:30 限定！ ギアMAX ▽0:45 ★オンデマンドでみよう！2月号
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1:00 ライジングレディースゴルフ TV
1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン！4 #3
【MATCH 10】#3
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 午前 9：00

▽8:15 インフォメーション
▽8:15 限定！ ギア MAX
▽8:45 プレメン！4 横田英治編 #4 8:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1
9:00 PGA ツアープレーヤーズ ♯11 松山英樹 9:00 ひとりゴルフ
9:30 Golf Link #22
川満陽香理
10:00 ゴルフのたすき 2021 #1 10:00 インフォメーション
10:30 ゴルフのたすき 2021 #2 10:30 プレメン！4 赤坂友昭編 #1＆2
11:00 ゴルフのたすき「教える人 教わる人 9H Challenge」 11:00 プレメン！4 赤坂友昭編 #3＆4
11:30 PGA̲HL ▽11:45 限定！ ギア MAX 11:30 インフォメーション
0:00 三ヶ島かな 25 歳の現在地 〜 chapter 1 〜 0:00 debut！TENSEIブランドに新たなモデルが登場！?
0:30 らく･ごる #46
0:30 レジェンドアスリートゴルフマッチ！ #2
1:00 ゴルフサバイバル #5 1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー 2020-21
二 アーノルド・パーマー
2:00 ゴルフサバイバル #6
インビテーショナル
3:00 ゴルフサバイバル #7
presented by
マスターカード 最終日
4:00 ゴルフサバイバル #8
優勝者：ブライソン・デシャンボー
4:30 インフォメーション
5:00 debut！TENSEIブランドに新たなモデルが登場！? 5:00 ギア猿
5:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
〜第 3 回アッツイ人選手権〜
「ゴルフスイッチ！」#71 6:00 牧野裕の Enjoy Golf
6:30 プレメン！4 #4 ▽6:45 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #3 6:30 インフォメーション
7:00 PGA ツアー
7:00 PGA̲HL ▽7:15 プレメン！4 #4
二 ザ・ホンダ
7:30 ゴルフのたすき「教える人 教わる人 9H Challenge」
8:00 PGA ツアー
クラシック
二 ザ・ホンダ
3 日目
クラシック
最終日
10:00 ★ あすゴル！ #205 ▽10:15 PGA̲HL
10:30 レジェンドアスリートゴルフマッチ！ #2
11:00 TaylorMade invitational 11:00 あすゴル！ #205 ▽11:15 プレメン！4 #4
銀座ゴルフ倶楽部 CUP 11:30 限定！ ギア MAX ▽11:45 PGA̲HL
0:00 PGA̲HL ▽0:15 プレメン！4 #4 0:00 ひとりゴルフ
0:30 限定！ ギアMAX ▽0:45 オンデマンドでみよう！2月号
川満陽香理
1:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー 1:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
〜 25years of Tiger 〜
「ゴルフスイッチ！」#71
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション

二

5
6
7
8

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

★ 初オンエア番組

生中継

※「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。
※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。
※放送時間が延長する場合、録画予約は自動的に延長
されません。予め最大延長までの番組の録画をお願い
いたします。

9
10
11

お申し込み、お問 い 合わせは

0

デジタル

1

J:COM
カスタマーセンター

2

403ch

デジタルコンパクト

428ch

TEL: 0120- 999- 000

3
4
5
6
7

ひかりTV カスタマーセンター

TEL : 009192 -144

9

（ 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）

10
11
0
1
2

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

8

3:00 プレメン！4 赤坂友昭編 #1＆2
3
ザ・ホンダクラシック 最終日 3:30 プレメン！4 赤坂友昭編 #3＆4

3:00 PGA ツアー 衛星生中継

二ヶ国語放送

4

ゴルフネットワークカスタマーセンター

夜

夜

3:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #7
2016-17 5:30 PGA ツアー 2017-18
二 ザ・ホンダ
二 ザ・ホンダ
クラシック
クラシック
最終日 後半
最終日 後半
優勝者 : リッキー・ファウラー
優勝者 : ジャスティン・トーマス

5:30 PGA ツアー

26

4:00 PGA ツアー

衛星生中継
ザ・ホンダ
クラシック
1 日目

深

深

3:00 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #6

金

4:00 PGA ツアー

後

後

3:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4

水

午

午

2

3:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2

23

4:00 インフォメーション

二

▽8:45 限定！ ギア MAX
9:00 ひとりゴルフ
9
木下稜介
10:00 インフォメーション
10
10:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2
11:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4
11
11:30 インフォメーション
0:00 PGAツアー 2015-16 ザ・ホンダクラシック
0
最終日 優勝者 : アダム・スコット
1:00 インフォメーション
1
1:30 PGA ツアー 2020-21
二 ザ・ホンダ
2
クラシック
3:00 インフォメーション
最終日
3
優勝者 : マット・ジョーンズ 3:30 あすゴル！ #204 ▽3:45 PGA̲HL
4:00 debut！TENSEIブランドに新たなモデルが登場！?
4
4:30 インフォメーション
4:30 インフォメーション
5:00 ゴルフ真剣勝負
5:00 ゴルフサバイバル #5
5
the MATCH #70
6:00 インフォメーション
6
6:30 インフォメーション
6:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 チャブ
7:00 PGA̲HL ▽7:15 プレメン！4 #3
7
7:30 ゴルフのたすき「教える人 教わる人 9H Challenge」
クラシック
8:00 PGA ツアー
1 日目
8
二 ザ・ジェネシス
8:30 ★ ライジングレディースゴルフ TV
インビテーショナル
【MATCH 10】#4
9
9:30 スターゴルフマッチⅢ #10
最終日
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 420
10
10:30 ★ Golf Link #22
11:00 あすゴル！ #204 ▽11:15 プレメン！4 #3 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11
11:30 限定！ ギア MAX ▽11:45 PGA̲HL 11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #68 ▽11:45 PGA̲HL
0:00 勝者の条件
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #168
0
浅地洋佑のマネジメント論 #1＆2 0:30 ゴルフサバイバル #5
1:00 勝者の条件
1
浅地洋佑のマネジメント論 #3＆4 1:30 あすゴル！ #204 ▽1:45 プレメン！4 #3
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
3

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ

プレーヤーズ #9
2013
二 ウェイストマネジメント
フェニックス
オープン
最終日
優勝者 : フィル・ミケルソン
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
藤田寛之
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
11:00 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー
二 AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
最終日
5:30 PGA ツアー

前

前

7
8

水

5:00 PGA ツアー

午

午

6

9

4:00 インフォメーション

3:00 PGA ツアー 衛星生中継
3:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #1＆2 3:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #5＆6 3:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2 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 PGA ツアー 衛星生中継
3:00 PGA ツアー 衛星生中継
横田英治編 #1＆2 3:00 PGA ツアー 衛星生中継
3
二 ウェイストマネジメント フェニックスオープン ３日目
二 ウェイストマネジメント フェニックスオープン 最終日 3:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #3＆4
二 ザ・ジェネシスインビテーショナル ３日目
二 ザ・ジェネシスインビテーショナル 最終日
3:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #7＆8 3:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4 3:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4 3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4
横田英治編 #3＆4

（3:00~）PGA ツアー
二

【ゲスト博多華丸】
1:00 Golf Link #20
1:30 あすゴル！ #201 ▽1:45 PGA̲HL
2:00 インフォメーション

衛星生中継
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
2 日目
※最大延長 午前 11：30
8:00 ライジングレディースゴルフ TV
※最大延長 午前 10：00
▽8:45 限定！ ギア MAX
【MATCH 10】#1
9:00 ひとりゴルフ
▽9:15 インフォメーション 9:00 ひとりゴルフ
▽9:45 プレメン！4 横田英治編 #1
若林舞衣子
深堀圭一郎
10:00 勝者の条件
10:00 勝者の条件
10:00 インフォメーション
鈴木愛のマネジメント論 #1＆2
西村優菜のマネジメント論 #1＆2 10:30 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
11:00 勝者の条件
11:00 勝者の条件
11:00 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4
鈴木愛のマネジメント論 #3＆4
西村優菜のマネジメント論 #3＆4 11:30 インフォメーション
0:00 ゴルフサバイバル #4
0:00 稲見萌寧
0:00 PGA ツアー 2014-15 ウェイストマネジメント
Starting Now
フェニックス オープン 最終日 優勝者 :ブルックス・ケプカ
1:00 ゴルフ真剣勝負
1:00 ★ レジェンドアスリートゴルフマッチ！ #2 1:00 インフォメーション
1:30 PGA̲HL ▽1:45 限定！ ギア MAX 1:30 PGA ツアー 2020-21
the MATCH #70
二 ウェイストマネジメント
2:00 ギア猿
2:30 あすゴル！ #201 ▽2:45 PGA̲HL
フェニックス
〜第 3 回アッツイ人選手権〜
3:00 PGA ツアー
3:00 PGA ツアー
オープン
最終日
進藤大典と振り返る松山英樹
進藤大典と振り返る松山英樹
優勝者 : ブルックス・ケプカ
2016
2017
ウェイストマネジメント
ウェイストマネジメント 4:30 インフォメーション
5:00 あすゴル！ #202 ▽5:15 PGA̲HL
フェニックス
フェニックス
5:30 イメージスイング
オープン
オープン
6:00 PGA̲HL ▽6:15 限定！ ギア MAX 6:00 PGA̲HL ▽6:15 限定！ ギア MAX 6:00 インフォメーション
6:30 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー 6:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1 6:30 2021 年度 第 62 回
〜 25years of Tiger 〜 7:00 PGA ツアー
日本女子アマチュア
二 AT＆T
7:30 PGA ツアー
ゴルフ選手権競技
二 AT＆T
8:00 PGA ツアー
ペブルビーチ
二
プロアマ
ペブルビーチ
AT＆T
3 日目
プロアマ
ペブルビーチ
2 日目
プロアマ
10:00 ★ あすゴル！ #202 ▽10:15 プレメン！4 #1
最終日
10:30 PGA ツアー チャンピオンズ 2021 10:30 PGA ツアー チャンピオンズ 2021
二 PNC チャンピオンシップ
二 PNC チャンピオンシップ 11:00 限定！ ギア MAX ▽11:15 プレメン！4 #1
11:30
1 日目
最終日
★ 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」#71
0:30 PGA̲HL ▽0:45 限定！ ギア MAX 0:30 PGA̲HL ▽0:45 限定！ ギア MAX 0:30 TEAM SERIZAWA 418
1:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #1＆2 1:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #5＆6 1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #3＆4 1:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #7＆8 1:30 あすゴル！ #202 ▽1:45 PGA̲HL
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

火

夜

夜

21

4

〜第 3 回アッツイ人選手権〜

0:00 銀座ゴルフ倶楽部

8

4:00 インフォメーション

深

深

2

3:30 プレメン！4

11:00 ★ ギア猿

14

衛星生中継
ウェイストマネジメント
フェニックス
オープン
3 日目

【ゲスト博多華丸】
7:00 PGA ツアー
時松隆光
7
二 ウェイストマネジメント
7:30 TEAM SERIZAWA 419 7:30 PGA̲HL ▽7:45 限定！ ギア MAX
8:00 PGA ツアー
8:00 PGA ツアー
フェニックス
8
二 ウェイストマネジメント
二 ウェイストマネジメント
オープン
3 日目
フェニックス
フェニックス
9
オープン
オープン
10:00 ★ あすゴル！ #203 ▽10:15 PGA̲HL
1 日目
2 日目
10
10:30 プレメン！4 #2 ▽10:45 限定！ ギア MAX
11:00 稲見萌寧
11:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の 11:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #1＆2
11
Starting Now
「ゴルフスイッチ！」#71 11:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #3＆4
0:00 あすゴル！ #202 ▽0:15 PGA̲HL 0:00 PGA̲HL ▽0:15 プレメン！4 #2 0:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #5＆6
0
0:30 ゴルフサバイバル #4
0:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #7 ▽0:45 限定！ ギアMAX 0:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ 1 #7＆8
1:00 ギア猿
1:00 TEAM SERIZAWA 419
1
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
〜第 3 回アッツイ人選手権〜 1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン！4 #2
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
3:00 プレメン！4

AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
1 日目

月

衛星生中継
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
最終日

後

後

5

二

5:00 PGA ツアー

二

午

午

【MATCH 10】#2
10:00 レジェンドアスリートゴルフマッチ！ #2
10
10:30 プレメン！4 横田英治編 #1＆2
11:00 プレメン！4 横田英治編 #3＆4
11
11:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」#71
0
0:30 PGA̲HL ▽0:45 限定！ ギア MAX
1:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
1
〜 25years of Tiger 〜
2:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
2
2:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 三菱エレクトリック
3
チャンピオンシップ
at フアラライ 最終日
4
4:30 PGA̲HL ▽4:45 限定！ ギア MAX
5:00 ゴルフサバイバル #4

8:00 PGA ツアー

ファーマーズ
インシュランス
オープン
最終日

13

8
9:00 ライジングレディースゴルフ TV

3:00 ゴルトレ！山本邦子

（3:00~）PGA ツアー

5:00 PGA ツアー
二

Golf

2:30 インフォメーション

7

（3:00~）PGA ツアー

前

前

衛星生中継
ウェイストマネジメント
フェニックス
オープン
1 日目

1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン！4 #1
2:00 牧野裕の Enjoy

ファーマーズ
インシュランス
オープン
3 日目

日

衛星生中継
AT＆T
ペブルビーチ
プロアマ
3 日目

午

午

7

3

6

（3:00~）PGA ツアー

ニュース・レッスン・情報番組

3:00 PGA ツアー 衛星生中継
3:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2 3:00 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2 3:00 プレメン！4 赤坂友昭編 #1＆2 3:00 プレメン！4 永井研史編 #1＆2
藤本敏雪編 #1＆2 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 3:00 PGA ツアー 衛星生中継
3
二 AT＆T ペブルビーチプロアマ 3 日目
二 AT＆T ペブルビーチプロアマ 最終日 3:30 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4
3:30 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4 3:30 プレメン！4 赤坂友昭編 #3＆4 3:30 プレメン！4 永井研史編 #3＆4
藤本敏雪編 #3＆4 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

4:00 インフォメーション

5:00 PGA ツアー

1:00 インフォメーション

〜イメージ通りのスイングへの挑戦〜
4:00 イメージスイング
4:30 インフォメーション
4:30 インフォメーション
5:00 2021 年度 第 62 回
5:00 2021 年度 第 26 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
日本女子アマチュア
6:00 PGA̲HL ▽6:15 プレメン！4 #1
ゴルフ選手権競技
6:30 インフォメーション
6:30 インフォメーション
7:00 ★ ゴルフサバイバル #3 7:00 ★ ゴルフサバイバル #4

二

6

6

土

その他の競技

国内女子ツアー

深 夜

深 夜

3:00 プレメン！3

3

9

5

4:00 インフォメーション

PGAツアー チャンピオンズ

国内ツアー

午 後

午 後

8:00 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #2 ▽8:15

2

5

金

PGAツアー

午 前

午 前

限定！ ギアMAX 8:00 資生堂 企業対抗レディス
ゴルフトーナメント 2021
9:00 ★ ゴルフ真剣勝負
【MATCH 10】#1
9
9:30 ★ スターゴルフマッチⅢ #9
the MATCH #70
10:00 ★らく･ごる #46
10
10:30 プレメン！4 横田英治編 #1＆2 10:30 あすゴル！ #201 ▽10:45 限定！ ギア MAX
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf 11:00 ★ ゴル★パラ #103
11
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #65 ▽11:45 ★Turf＆Trip 3 11:30 プレメン！4 #1 ▽11:45 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #4
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #165 0:00 PGA ツアー チャンピオンズ
0
二 三菱エレクトリック
0:30 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #3 ▽0:45 限定！ ギアMAX
1:00 機器メンテナンス
チャンピオンシップ
1
at フアラライ 2 日目
2:00 インフォメーション

4

4

4:00 インフォメーション

二

7
8

木

4:00 インフォメーション

2018-19
AT＆T
ペブルビーチ
6
プロアマ
7:00 PGA ツアー プレーヤーズ #7
4 日目
7
7:30 PGA ツアー 2015-16 AT＆T ペブルビーチ
8:00 PGA ツアー 2018-19 AT＆T ペブルビーチ
プロアマ 最終日 優勝者 : ボーン・テイラー
8
二 プロアマ 最終日 優勝者 : フィル・ミケルソン 8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
9
北田瑠衣
小鯛竜也
10:00 インフォメーション
10:00 インフォメーション
10
10:30 ★ プレメン！4 横田英治編 #1＆2 10:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2
11:00 ★ プレメン！4 横田英治編 #3＆4 11:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4
11
11:30 インフォメーション
11:30 インフォメーション
0:00 あすゴル！ #201 ▽0:15 鷲見玲奈の巣ごもりゴルフ1 #1 0:00 ゴルフサバイバル #1
0
0:30 ゴルフのたすき「教える人 教わる人 9H Challenge」
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 ゴルトレ！ジュラシック木澤 1:30 PGA ツアー 2015-16
二 AT＆T
〜飛距離アップへの挑戦〜
2
2:30 イメージスイング
ペブルビーチ
3:00 インフォメーション
プロアマ
3
3:30 PGA ツアー
最終日
二 ファーマーズ
優勝者 : ボーン・テイラー
4
4:30 インフォメーション
インシュランス
5:00 2021 年度 第 105 回
オープン
5
最終日
日本アマチュアゴルフ選手権競技
6:00 Golf Link #20
6
6:30 インフォメーション
6:30 インフォメーション
7:00 ★ ゴルフサバイバル #1 7:00 ★ ゴルフサバイバル #2
5

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 〜2 0：0 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

