2022.05
1

日

2

4:00 PGA ツアー

月

午 前

13

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #6
5:30 PGA ツアー
二

2018-19

AT＆T
バイロン・ネルソン
最終日
優勝者 : カン・スン

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
10:30 プレメン！4 赤坂友昭編 #1＆2
11:00 プレメン！4 赤坂友昭編 #3＆4
11
11:30 インフォメーション
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 2 日目
1
1:30 インフォメーション
2:00 PGA ツアー
2
二 ウェルズファーゴ
チャンピオンシップ
3
3 日目

7

5:00 インフォメーション

5:30 ゴルトレ！山本邦子

〜イメージ通りのスイングへの挑戦〜

6:30 インフォメーション

7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ

三菱エレクトリック
クラシック 最終日
8
8:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1
9:00 タイガー・ウッズ
9
ドキュメンタリー
10:00 PGA ツアー
10
二 ウェルズファーゴ
チャンピオンシップ
11
最終日
二

3

藤田寛之
2:00 インフォメーション
3:00 プレメン！4 赤坂友昭編 #1＆2
3:30 プレメン！4 赤坂友昭編 #3＆4

23

4

月

（11:00~）海外男子メジャー

衛星生中継
全米プロ
ゴルフ選手権
最終日

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1

二

7

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #2 5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #3
2012 5:30 PGA ツアー 2017-18 5:30 PGA ツアー 2018-19
二 ウェルズファーゴ
二 ウェルズファーゴ
二 ウェルズファーゴ
チャンピオンシップ
チャンピオンシップ
チャンピオンシップ
7:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
最終日
最終日 後半
最終日
優勝者 : リッキー・ファウラー
優勝者 : ジェイソン・デイ
優勝者 : マックス・ホーマ
「ゴルフスイッチ！」#74
8:00 橋本マナミのリーダーズ #178
8:30 ぎゅっと #214 ▽8:45 限定！ ギアMAX #2 8:30 Golf Link #26
8:30 らく･ごる #49
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
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
佐藤信人
北田瑠衣
小鯛竜也
永井花奈
10:00 銀座ゴルフ倶楽部
10:00 勝者の条件
10:00 インフォメーション
ＧＷ一挙放送！
【ヒロミ＆木梨憲武 vs 佐藤浩市＆中井貴一
今平周吾のマネジメント論 #1＆2 10:00 銀座ゴルフ倶楽部【ゲスト木梨憲武】 10:30 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
1 周年記念 SP ゴルフ対決】 11:00 ３ルールレッスン #1&2 11:00 銀座ゴルフ倶楽部 11:00 プレメン！3 土手陸編 #3＆4
11:30 ぎゅっと #214 ▽11:45 PGA̲HL 11:30 ３ルールレッスン#3 ▽11:45 限定！ ギアMAX #2
【ゲスト堀内健（ネプチューン）】 11:30 インフォメーション
0:00 国内男子ツアー
0:00 国内男子ツアー
0:00 銀座ゴルフ倶楽部
0:00 PGA̲HL ▽0:15 プレメン！4 #1
PLAYBACK1 番ホール
PLAYBACK1 番ホール
【ゲスト RED RICE（湘南乃風）】 0:30 PGA ツアー プレーヤーズ #3
1:00 銀座ゴルフ倶楽部
1:00 インフォメーション
中日クラウンズ
中日クラウンズ
1:30 2021 年度 第 62 回
3 日目
最終日
【ゲストすみれ】
2:00 銀座ゴルフ倶楽部
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
【ゲスト石原良純】
3:00 銀座ゴルフ倶楽部
3:00 限定！ ギアMAX #2 ▽3:15 プレメン！4 #1
【ゲスト中村芝翫】 3:30 PGA ツアー
二 メキシコオープン
4:00 国内男子ツアー
4:00 国内男子ツアー
4:00 銀座ゴルフ倶楽部
at ヴィダンタ
中日クラウンズ
中日クラウンズ
【ゲスト小泉孝太郎】
5:00 銀座ゴルフ倶楽部
最終日
3 日目
最終日
【ゲスト遠藤章造（ココリコ）】
6:00 TEAM SERIZAWA 424 6:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の 6:00 銀座ゴルフ倶楽部
6:30 ぎゅっと #214 ▽6:45 限定！ ギアMAX #2
「ゴルフスイッチ！」#74
【ゲスト市村正親】 6:30 インフォメーション
7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 7:00 銀座ゴルフ倶楽部
7:00 PGA̲HL ▽7:15 プレメン！4 #1
二 インスペリティー
二 インスペリティー
【ゲスト博多華丸】 7:30 ３ルールレッスン#3 ▽7:45 限定！ ギアMAX #2
8:00 PGA ツアー
インビテーショナル 1 日目
インビテーショナル 2 日目 8:00 銀座ゴルフ倶楽部
二 ウェルズファーゴ
8:30 ★ ライジングレディースゴルフ TV 8:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
【ゲスト RIKACO】
二 インスペリティー
9:00 銀座ゴルフ倶楽部
チャンピオンシップ
【MATCH 11】#5
9:30 スターゴルフマッチⅢ #15
1 日目
インビテーショナル 最終日
【ゲスト遠藤保仁（ジュビロ磐田）】
10:00 ★らく･ごる #49
10:00 タイガー・ウッズ
10:00 銀座ゴルフ倶楽部
10:30 PGA̲HL ▽10:45 ３ルールレッスン #1
ドキュメンタリー
【ヒロミ＆木梨憲武 vs 佐藤浩市＆中井貴一
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf 11:00 ★ ゴル★パラ #114
1 周年記念 SP ゴルフ対決】 11:00 ★ ギア猿
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #78 ▽11:45 ぎゅっと #214 11:30 ★ プレメン！4 #1 ▽11:45 限定！ ギアMAX #2 11:30 PGA ツアー チャンピオンズ
〜ユーティリティをサルベージ（2）〜
二 インスペリティー
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #178 0:00 勝者の条件
0:00 PGA ツアー チャンピオンズ
0:30 ３ルールレッスン#2 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2
インビテーショナル 1 日目 二 インスペリティー
今平周吾のマネジメント論 #3＆4
1:00 ひとりゴルフ
1:00 ひとりゴルフ
1:00 ひとりゴルフ
インビテーショナル 2 日目
1:30 PGA̲HL ▽1:45 ３ルールレッスン #1
佐藤信人
北田瑠衣
小鯛竜也
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
5:30 PGA ツアー

14

土

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

5:00 PGA ツアー

15

日

16

（2:00~）PGA ツアー

月

17

火

4:00 インフォメーション

（2:00~）PGA ツアー

二 衛星生中継
二 衛星生中継
5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #7
AT＆T
AT＆T
バイロン・ネルソン
バイロン・ネルソン 5:30 PGA ツアー チャンピオンズ
衛星生中継
二 インスペリティー
3 日目
最終日
AT＆T バイロン・ネルソン
※最大延長 午前 7:30
※最大延長 午前 11:00
2 日目
インビテーショナル 2 日目
7:00 ★ 国内女子ツアー
7:00 インフォメーション
7:00 限定！ ギアMAX #2 ▽7:15 プレメン！4 #2 7:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 インスペリティー
7:30 勝者の条件
とことん 1 番ホール生中継 7:30 ★ 国内女子ツアー
8:00 ★ 国内女子ツアー
インビテーショナル 最終日
とことん 1 番ホール生中継
堀川未来夢のマネジメント論 #1＆2
ほけんの窓口
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
とことん 1 番ホール生中継
レディース
ほけんの窓口
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
レディース 最終日
２日目
ほけんの窓口
9:30 プレメン！4 #2 ▽9:45 ３ルールレッスン #3
レディース
関藤直熙
林菜乃子
10:00 銀座ゴルフ倶楽部
10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション
１日目
▽10:15 ギア猿〜ユーティリティをサルベージ（2）〜
【ヒロミ＆木梨憲武 vs 佐藤浩市＆中井貴一 10:30 プレメン！4 横田英治編 #1＆2 10:30 プレメン！4 奥嶋誠昭編 #1＆2
11:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
▽11:15 プレメン！4 高橋友希子編 #2
1 周年記念 SP ゴルフ対決】 11:00 プレメン！4 横田英治編 #3＆4 11:00 プレメン！4 奥嶋誠昭編 #3＆4
11:30 ひとりゴルフ
11:30 インフォメーション 11:30 インフォメーション
「ゴルフスイッチ！」#74 11:30 Golf Link #27
0:00 銀座ゴルフ倶楽部
0:00 PGA̲HL ▽0:15 限定！ ギア MAX #2
0:00 牧野裕の Enjoy Golf 0:00 ぎゅっと #216 ▽0:15 プレメン！4 #2
上井邦裕
0:30 PGA̲HL ▽0:45 プレメン！4 #2 0:30 プレメン！4 #2 ▽0:45 ３ルールレッスン#3 0:30 PGA ツアー
【ヒロミ＆木梨憲武 vs 佐藤浩市＆中井貴一 0:30 勝者の条件
二 AT＆T
1 周年記念 SP ゴルフ対決】
堀川未来夢のマネジメント論 #1＆2 1:00 ３ルールレッスン#2 ▽1:15 限定！ ギアMAX #2 1:00 インフォメーション
1:30 インフォメーション
1:30 勝者の条件
1:30 国内女子ツアー
1:30 ゴルトレ！ジュラシック木澤
バイロン・ネルソン
2:00 らく･ごる #49
最終日
堀川未来夢のマネジメント論 #3＆4
〜飛距離アップへの挑戦〜
PLAYBACK1 番ホール
2:30 PGA̲HL ▽2:45 プレメン！4 #2 2:30 ひとりゴルフ
2:30 インフォメーション
ほけんの窓口
3:00 インフォメーション
3:00 ゴルフのたすき #1
レディース 最終日
時松隆光
3:30 橋本マナミのリーダーズ #179 3:30 PGA̲HL ▽3:45 プレメン！4 #2 3:30 PGA ツアー チャンピオンズ 3:30 ゴルフのたすき #2
3:30 インフォメーション
二 三菱エレクトリック
4:00 牧野裕の Enjoy Golf 4:00 PGA ツアー
4:00 ゴルフのたすき「教える人 教わる人 9Hチャレンジ」 4:00 ぎゅっと #216 ▽4:15 PGA̲HL
二 AT＆T
4:30 インフォメーション
4:30 インフォメーション
4:30 PGA ツアー プレーヤーズ #10
クラシック 最終日
5:00 PGA ツアー
バイロン・ネルソン 5:00 PGA̲HL ▽5:15 限定！ ギア MAX #2 5:00 PGA̲HL ▽5:15 プレメン！4 #2 5:00 インフォメーション
二 AT＆T
5:30 らく･ごる #49
5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #8 5:30 プレメン！4 #2 ▽5:45 ３ルールレッスン #1
2 日目
6:00 PGA ツアー
6:00 TEAM SERIZAWA 425 6:00 ぎゅっと #216 ▽6:15 PGA̲HL
バイロン・ネルソン
二 AT＆T
6:30 PGA ツアー
6:30 インフォメーション
1 日目
二 AT＆T
7:00 国内女子ツアー
7:00 ギア猿
バイロン・ネルソン
バイロン・ネルソン
3 日目
〜ユーティリティをサルベージ（2）〜
PLAYBACK1 番ホール
8:00 国内女子ツアー
8:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
最終日
ほけんの窓口
二 リージョンズトラディション
レディース
PLAYBACK1 番ホール
9:00 TEAM SERIZAWA 425
２日目
ほけんの窓口
1 日目
9:30 2021 年度 第 62 回 9:30 ★ 国内男子ツアー
9:30 スターゴルフマッチⅢ #16
レディース
▽10:15 プレメン！4 高橋友希子編 #2
日本女子アマチュア
アジアパシフィック 10:00 勝者の条件
１日目
10:30 ３ルールレッスン ＃1 ▽10:45 限定！ ギアMAX #2
ダイヤモンドカップゴルフ 最終日
ゴルフ選手権競技
堀川未来夢のマネジメント論 #1＆2
11:00 ＰＧＡツアーハイライト 11:00 PGA ツアーハイライト 11:00 ★ 国内女子ツアー
11:00 ★ ぎゅっと #216 ▽11:15 限定！ ギアMAX #2 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ひとりゴルフ
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #80 ▽11:45 ぎゅっと #216
▽11:15 ★国内女子ツアー
ほけんの窓口
▽11:15 二 PGA ツアー チャンピオンズ
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #180
ほけんの窓口
レディース 最終日
三菱エレクトリッククラシック
関藤直熙
0:30 PGA̲HL ▽0:45 限定！ ギア MAX #2 0:30 ぎゅっと #216 ▽0:45 PGA̲HL 0:30 プレメン！4 #2 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2
レディース ２日目
最終日 ▽0:45 PGA̲HL
1:00 ひとりゴルフ
1:00 ひとりゴルフ
▽0:45 ★ 国内男子ツアー アジアパシフィック 1:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の 1:00 Golf Link #27
上井邦裕
林菜乃子
ダイヤモンドカップゴルフ ３日目
「ゴルフスイッチ！」#74 1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #9
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
二 衛星生中継
二 衛星生中継
3:00 タイガー・ウッズ
AT＆T バイロン・ネルソン
AT＆T バイロン・ネルソン 3:00 プレメン！4 横田英治編 #1＆2 3:00 プレメン！4 奥嶋誠昭編 #1＆2
3:30 プレメン！4 横田英治編 #3＆4 3:30 プレメン！4 奥嶋誠昭編 #3＆4
3 日目
最終日
ドキュメンタリー
二

衛星生中継
AT＆T
バイロン・ネルソン
1 日目

24

火

二

25

水

26

木

27

金

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 （2:00~）全米プロシニア
5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #10
5:30 PGA ツアー

土

8

（3:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
ウェルズファーゴ
チャンピオンシップ
2 日目

7:00 銀座ゴルフ倶楽部

日

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
ウェルズファーゴ
チャンピオンシップ
3 日目

9

二

※最大延長 午前 8:00

7:00 インフォメーション

28

土

（2:00~）全米プロシニア
二

ゴルフ選手権 2 日目

29

二

限定！ ギアMAX #2 ▽7:15 プレメン！4 #1
7:30 勝者の条件
池田勇太のマネジメント論 #1＆2
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
稲森佑貴
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
11:00 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 牧野裕の Enjoy Golf
0:30 PGA ツアー プレーヤーズ #4
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー 2020-21
二 AT＆T
バイロン・ネルソン
最終日
優勝者 : イ・キョンフン

〜ユーティリティをサルベージ（2）〜

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #8

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #9

三菱エレクトリック
クラシック 2 日目
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
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
進藤大典
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2
11:00 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー
二 AT＆T
バイロン・ネルソン
2 日目

リージョンズトラディション
1 日目
7:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 リージョンズトラディション
2 日目
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
古閑美保
10:00 インフォメーション
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
11:30 インフォメーション
0:00 PGA ツアー
二 AT＆T
バイロン・ネルソン
3 日目

3:00 インフォメーション

3:00 インフォメーション

全米プロ
ゴルフ選手権
3 日目

二

3:30 ゴルトレ！山本邦子

〜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
5:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 リージョンズトラディション
2 日目
6:30 インフォメーション
7:00 タイガー・ウッズ
ドキュメンタリー
8:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
8:30 勝者の条件
今平周吾のマネジメント論 #1＆2
9:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 リージョンズトラディション
2 日目
11:00 ★ ゴル★パラ #116
11:30 ★ プレメン！4 #3 ▽11:45 限定！ ギアMAX #2
0:00 勝者の条件
堀川未来夢のマネジメント論 #3＆4
1:00 ひとりゴルフ
進藤大典
2:00 インフォメーション

0:00 PGA̲HL ▽0:15 プレメン！4 #4

衛星生中継
チャールズシュワブ
チャレンジ
3 日目
※最大延長 午前 9:00

8:00 インフォメーション

全米プロシニア
ゴルフ選手権
3 日目

0:00 PGA̲HL ▽0:15

限定！ ギアMAX #2

0:30 海外男子メジャー 0:30 プレメン！4 #4 ▽0:45 ３ルールレッスン#3
二

全米プロ
ゴルフ選手権
最終日

5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #5
6:00 インフォメーション

6:30 PGA ツアー チャンピオンズ

インスペリティー
インビテーショナル 最終日
8:00 PGA ツアー
二 ウェルズファーゴ
チャンピオンシップ
最終日
二

11:00 ★ ぎゅっと #215 ▽11:15

11:30 勝者の条件

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
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二

1:00 ★ 国内女子ツアー

月

31

火

4:00 インフォメーション

9:30 ★ 国内女子ツアー

3:30 プレメン！4 赤坂友昭編 #3＆4

10:30 プレメン！4 #4 ▽10:45

9:00 ひとりゴルフ

野澤真央
10:00 Golf Link #27
10:30 プレメン！4 #3 ▽10:45 ３ルールレッスン#2
11:00 橋本マナミのリーダーズ #180
11:30 インフォメーション
0:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」#74
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 AT＆T
バイロン・ネルソン
最終日
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

5:30 PGA ツアー

4

2016-17

6:00 PGA ツアー プレーヤーズ #5
AT＆T
バイロン・ネルソン 6:30 ゴルトレ！山本邦子
〜イメージ通りのスイングへの挑戦〜
最終日
優勝者 : ビリー・ホーシェル 7:30 2015-16 AT＆T バイロン・ネルソン
最終日 優勝者 : セルヒオ・ガルシア
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
深堀圭一郎
若林舞衣子
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！3 市川里菜編 #1＆2 10:30 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
11:00 プレメン！3 市川里菜編 #3＆4 11:00 プレメン！3 吉本巧編 #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 ぎゅっと #215 ▽0:15 PGA̲HL 0:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 三菱エレクトリック
0:30 PGA ツアー プレーヤーズ #6
クラシック 1 日目
1:00 インフォメーション
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 PGA ツアー
二 ウェルズファーゴ
2:30 インフォメーション
チャンピオンシップ
3:00 ぎゅっと #215 ▽3:15 プレメン！4 #1
2 日目
3:30 PGA ツアー プレーヤーズ #7
4:00 インフォメーション
4:30 PGA ツアー
5:00 インフォメーション
二 ウェルズファーゴ
チャンピオンシップ 5:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」#74
最終日
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
7:30 ぎゅっと #215 ▽7:45 PGA̲HL
クラシック 2 日目
8:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
8:30 プレメン！4 #1 ▽8:45 限定！ ギアMAX #2
二 三菱エレクトリック
9:00 ギア猿
クラシック 1 日目
〜ユーティリティをサルベージ（2）〜
9:30 ★ スターゴルフマッチⅢ #16
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 425 10:00 ★ ひとりゴルフ
上井邦裕
10:30 ★ Golf Link #27
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf 11:00 ★ ゴル★パラ #115
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #79 ▽11:45 ぎゅっと #215 11:30 ★ プレメン！4 #2 ▽11:45 限定！ ギアMAX #2
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #179 0:00 2021 年度 第 26 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
0:30 プレメン！4 #1 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2
1:00 ひとりゴルフ
1:00 ひとりゴルフ
深堀圭一郎
若林舞衣子
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
二

3:00 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2

3:00 プレメン！3 市川里菜編 #1＆2

3:30 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4

3:30 プレメン！3 市川里菜編 #3＆4
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土

衛星生中継
全米プロ
ゴルフ選手権
2 日目

22

二

※最大延長 午前 10:00

9:00 タイガー・ウッズ

8:00 インフォメーション

8:30 プレメン！4 #3 ▽8:45 ３ルールレッスン #1

9:00 ギア猿
ドキュメンタリー
〜ユーティリティをサルベージ（2）〜
10:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の 10:00 国内女子ツアー
ほけんの窓口
「ゴルフスイッチ！」#74
11:00 TEAM SERIZAWA 425
レディース ２日目
11:30 らく･ごる #49
11:30 国内女子ツアー
0:00 ひとりゴルフ
ほけんの窓口
レディース 最終日
上井邦裕
1:00 ★ 国内シニアツアー 金秀シニア 1:00 海外男子メジャー
二 全米プロ
沖縄オープンゴルフトーナメント 2022
2:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
ゴルフ選手権
2:30 プレメン！4 #3 ▽2:45 限定！ ギアMAX #2
3 日目
3:00 海外男子メジャー
二 全米プロ
ゴルフ選手権
2 日目

6
7
8

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

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

9:00 ギア猿

二ヶ国語放送

5

8

6

9:00 勝者の条件
〜ユーティリティをサルベージ（2）〜
池田勇太のマネジメント論 #1＆2
10:00 タイガー・ウッズ
10:00 勝者の条件
池田勇太のマネジメント論 #3＆4
ドキュメンタリー
11:00 PGA ツアー
11:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
二 衛星生中継
全米プロ
全米プロ
ゴルフ選手権
ゴルフ選手権
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
3 日目
最終日
1:30 ★ オンデマンドでみよう！5月号 ▽1:45 限定！ ギアMAX #2
2:00 海外男子メジャー
二 衛星生中継
全米プロゴルフ選手権
2 日目

4

7

5

リージョンズトラディション
最終日

全米プロ
ゴルフ選手権
1 日目

6

4

衛星生中継
全米プロ
ゴルフ選手権
3 日目

7:00 海外男子メジャー
二

5

日

（11:00~）海外男子メジャー

6:30 インフォメーション

★ 初オンエア番組

9
10
11
0
1
2
3

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

限定！ ギアMAX #2
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #82 ▽11:45 ぎゅっと #218
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #182
0
0:30 機器メンテナンス
1
2
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。

Ch.754

8

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！4 赤坂友昭編 #1＆2

9:30 スターゴルフマッチⅢ #17

10:00 ぎゅっと #218 ▽10:15 PGA̲HL

水

※最大延長 午前 9:00

深

深

リゾートトラスト
レディス 最終日
11:00 ★ ぎゅっと #218 ▽11:15 PGA̲HL
11:30 ひとりゴルフ
上井邦裕
0:30 ぎゅっと #218 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2
1:00 プレメン！4 #4 ▽1:15 PGA̲HL
1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #5
2:00 インフォメーション

11

（3:55~）機器メンテナンス

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #4

二

※最大延長 午前 10:00

後

後

衛星生中継
チャールズシュワブ 5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #3
5:30 PGA ツアー 2020-21
チャレンジ
二 ザ・メモリアル
最終日
トーナメント
※最大延長 午前 11:00
presented by ネーションワイド
7:30 限定！ ギアMAX #2 ▽7:45 プレメン！4 #4
最終日
8:00 PGA ツアー プレーヤーズ #2
優勝者 : パトリック・キャントレー
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
川満陽香理
藤本麻子
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 横田英治編 #1＆2
11:00 プレメン！4 赤坂友昭編 #3＆4 11:00 プレメン！4 横田英治編 #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 牧野裕の Enjoy Golf 0:00 ぎゅっと #218 ▽0:15 PGA̲HL
0:30 PGA ツアー プレーヤーズ #4 0:30 プレメン！4 #4 ▽0:45 ３ルールレッスン#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 ゴルトレ！ジュラシック木澤 1:30 海外シニアメジャー
二 全米プロシニア
〜飛距離アップへの挑戦〜
2:30 インフォメーション
ゴルフ選手権
3:00 ★ 海外シニアメジャー
最終日
二 全米プロシニア
ゴルフ選手権
4:30 インフォメーション
最終日
5:00 ぎゅっと #218 ▽5:15 プレメン！4 #4
5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #6
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
6:30 PGA ツアー
二 チャールズシュワブ
二 チャールズシュワブ
チャレンジ
チャレンジ
最終日
最終日
二

火

4:00 インフォメーション

（2:00~）海外男子メジャー

衛星生中継
全米プロ
ゴルフ選手権
1 日目

午

午

リゾートトラスト
レディス ３日目
2:30 PGA ツアー 2012
二 ザ・メモリアルトーナメント
3:30 PGA̲HL ▽3:45 限定！ ギアMAX #2
presented by
4:00 タイガー・ウッズ
ネーションワイドインシュランス
最終日
ドキュメンタリー
5:00 海外シニアメジャー
優勝者 : タイガー・ウッズ
二 全米プロシニア
5:30 PGA̲HL ▽5:45 限定！ ギアMAX #2
6:00 PGA ツアー
ゴルフ選手権
二 チャールズシュワブ
2 日目
チャレンジ
3 日目
8:00 PGA ツアー
二 チャールズシュワブ
9:00 銀座ゴルフ倶楽部
チャレンジ
2 日目
5 月号
10:00 海外シニアメジャー
二 全米プロシニア
11:00 ★ 銀座ゴルフ倶楽部
ゴルフ選手権
3 日目
5 月号
0:00 プレメン！4 #4 ▽0:15 限定！ ギアMAX #2
0:30 ゴルフのたすき「教える人 教わる人 9Hチャレンジ」
1:00 牧野裕の Enjoy Golf 1:00 Golf Link #28
1:30 PGA̲HL ▽1:45 オンデマンドでみよう！5月号 1:30 PGA̲HL ▽1:45 限定！ ギアMAX #2
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 PGA ツアー 衛星生中継
チャールズシュワブ
二 チャールズシュワブチャレンジ 3 日目
チャレンジ 最終日

30

（2:00~）PGA ツアー

金

（2:00~）海外男子メジャー

5:30 PGA ツアー チャンピオンズ

3:30 ひとりゴルフ

限定！ ギアMAX #2

池田勇太のマネジメント論 #3＆4
0:30 ぎゅっと #215 ▽0:45 PGA̲HL
1:00 ひとりゴルフ
稲森佑貴
2:00 インフォメーション

上井邦裕
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 リージョンズトラディション
3 日目
6:30 インフォメーション
7:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」#74
8:00 PGA ツアープレーヤーズ ♯11 松山英樹
8:30 勝者の条件
今平周吾のマネジメント論 #3＆4
9:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 リージョンズトラディション
3 日目
11:00 銀座ゴルフ倶楽部
【ヒロミ＆木梨憲武 vs 佐藤浩市＆中井貴一
1 周年記念 SP ゴルフ対決】
0:30 プレメン！4 #3 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2
1:00 ギア猿
〜ユーティリティをサルベージ（2）〜
2:00 海外男子メジャー
二 衛星生中継
3:00 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2
全米プロゴルフ選手権
3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4
1 日目

8:30 プレメン！4 #4 ▽8:45 ３ルールレッスン#2
二

5:00 PGA̲HL ▽5:15 プレメン！4 #1

二

5:30 PGA ツアー チャンピオンズ

9:00 海外男子メジャー 9:00 ★ 海外シニアメジャー
二

木

4:30 インフォメーション

前

前

8:00 ギア猿
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※最大延長 午前 10:00

午

午

衛星生中継
チャールズシュワブ
チャレンジ
2 日目

水

4:00 インフォメーション

（3:00~）PGA ツアー

5:00 PGA ツアー
二

日

18

10

衛星生中継
ウェルズファーゴ
チャンピオンシップ
最終日

7:00

8:30 TEAM

4:00 インフォメーション

月

（2:00~）PGA ツアー

【ヒロミ＆木梨憲武 vs 佐藤浩市＆中井貴一 7:30 プレメン！4 #1 ▽7:45 ３ルールレッスン#2
1 周年記念 SP ゴルフ対決】 8:00 ライジングレディースゴルフ TV
SERIZAWA 424
【MATCH 11】#5
ＧＷ一挙放送！
9:00 ゴルフ真剣勝負 the MATCH #60 9:00 ゴルフ真剣勝負 the MATCH #65
ジャパンゴルフツアー選手会ダブルス
中西直人 堀川未来夢
10:30 ゴルフ真剣勝負
10:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #61
the MATCH #66
ジャパンゴルフツアー選手会シングルス
宮本勝昌 矢野東
0:00 PGA̲HL ▽0:15 プレメン！4 #1 0:00 ゴルフ真剣勝負
0:30 ３ルールレッスン#1 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2
the MATCH #67
1:00 ゴルフ真剣勝負
中西直人 矢野東
the MATCH 特別版 1:30 Golf Link #26
プロ野球 OBダブルス・セパ交流戦〜フォアサム〜 2:00 PGA̲HL ▽2:15 限定！ ギア MAX #2
2:30 ゴルフ真剣勝負
2:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #62
the MATCH 特別版
プロ野球OBダブルス・セパ交流戦〜フォアボール〜
石井理緒 後藤未有
4:00 PGA̲HL ▽4:15 プレメン！4 #1 4:00 ゴルフ真剣勝負
4:30 ３ルールレッスン#2 ▽4:45 限定！ ギアMAX #2
the MATCH #63
5:00 ゴルフ真剣勝負
イ・ミニョン ペ・ヒギョン
5:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #70
永井花奈・高橋彩華 岩井明愛・岩井千怜
the MATCH #64
6:30 ゴルフ真剣勝負
石井理緒 イ・ミニョン
7:00 ギア猿
the MATCH #71
永井花奈・高橋彩華 岩井明愛・岩井千怜
〜ユーティリティをサルベージ（2）〜
8:00 PGA ツアー
8:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
二 ウェルズファーゴ
「ゴルフスイッチ！」#74
チャンピオンシップ 9:00 PGA̲HL ▽9:15 プレメン！4 #1
9:30 ３ルールレッスン#3 ▽9:45 限定！ ギアMAX #2
2 日目
10:00 PGA ツアー
二 ウェルズファーゴ
11:00 PGA ツアー チャンピオンズ
チャンピオンシップ
二 インスペリティー
3 日目
インビテーショナル 最終日
0:30 プレメン！4 #1 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2
1:00 牧野裕の Enjoy Golf 1:00 プレメン！4 #1 ▽1:15 限定！ ギアMAX #2
1:30 PGA̲HL ▽1:45 ３ルールレッスン #2 1:30 PGA̲HL ▽1:45 ３ルールレッスン #3
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！3 重田栄作編 #1＆2 3:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2 3:00 PGA ツアー 衛星生中継
3:00 PGA ツアー 衛星生中継
ウェルズファーゴ
ウェルズファーゴ
二 ウェルズファーゴチャンピオンシップ 1 日目
二 ウェルズファーゴチャンピオンシップ 2 日目
3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4 3:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4
チャンピオンシップ 3 日目
チャンピオンシップ 最終日

二 ゴルフ選手権 1 日目
5:00 PGAツアープレーヤーズ ♯11 松山英樹 5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1 5:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
2018-19 5:30 PGA ツアー 2017-18 5:30 PGA ツアー 2019-20
二 チャールズシュワブ
二 フォートワース
二 チャールズシュワブ
チャールズシュワブ
6
チャレンジ
チャレンジ
インビテーショナル
チャレンジ
1 日目
最終日 後半
最終日
最終日
7
※最大延長 午前 11:30
優勝者 : ケビン・ナ
優勝者 : ジャスティン・ローズ
優勝者 : ダニエル・バーガー
8:00 PGAツアープレーヤーズ♯11 松山英樹
8:00 TEAM SERIZAWA 426
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 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 #181
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
9
ゴルフタレントなみき
石坂友宏
木下稜介
宮本勝昌
石井理緒
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 10:00 インフォメーション
10
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 10:30 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2 10:30 プレメン！3 市川里菜編 #1＆2 10:30 プレメン！3 吉本巧編 #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 11:00 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4 11:00 プレメン！3 市川里菜編 #3＆4 11:00 プレメン！3 吉本巧編 #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 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 牧野裕の Enjoy Golf 0:00 ぎゅっと #217 ▽0:15 プレメン！4 #3 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 PGA̲HL ▽0:15 プレメン！4 #4
0
0:30 プレメン！4 #3 ▽0:45 ３ルールレッスン#1 0:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1
〜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〜 0:30 PGA ツアー プレーヤーズ #2
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 1:00 インフォメーション
1
1:30 PGAツアー 2015-16 ディーン＆デルーカ招待 1:30 ひとりゴルフ
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 1:30 ゴルトレ！ジュラシック木澤
二 リージョンズトラディション
二 リージョンズトラディション
上井邦裕
最終日 優勝者 : ジョーダン・スピース
〜飛距離アップへの挑戦〜
2
2:30 インフォメーション 2:30 インフォメーション
2:30 インフォメーション
1 日目
3 日目
3:00 海外男子メジャー 3:00 ぎゅっと #217 ▽3:15 ３ルールレッスン#1 3:00 PGA ツアー チャンピオンズ 3:00 PGA ツアー チャンピオンズ 3:00 勝者の条件
3
二 全米プロ
二 リージョンズトラディション
二 リージョンズトラディション
3:30 ３ルールレッスン #2&3
浅地洋佑のマネジメント論 #1＆2
4:00 インフォメーション
4:00 勝者の条件
2 日目
最終日
ゴルフ選手権
4
4:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の 4:30 インフォメーション 4:30 インフォメーション
最終日
浅地洋佑のマネジメント論 #3＆4
5:00 2021 年度 第 62 回 5:00 インフォメーション
「ゴルフスイッチ！」#74 5:00 らく･ごる #49
5
5:30 インフォメーション 5:30 ギア猿
日本女子アマチュア 5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #3
6:00 PGA ツアー 2020-21
ゴルフ選手権競技 6:00 PGA̲HL ▽6:15 プレメン！4 #4
〜ユーティリティをサルベージ（2）〜
6
二 チャールズシュワブ
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 国内男子ツアー アジアパシフィック 7:00 ひとりゴルフ
7:00 海外シニアメジャー
チャレンジ
7
二 全米プロシニア
最終日
ダイヤモンドカップゴルフ ３日目
上井邦裕
優勝者 : ジェイソン・コークラック
ゴルフ選手権
▽8:15 国内男子ツアー 8:00 PGA ツアー
8
1 日目
アジアパシフィック
進藤大典と振り返る松山英樹
9:00 ぎゅっと #217 ▽9:15 プレメン！4 #3
ダイヤモンドカップゴルフ 最終日
2014
9
9:30 ★ スターゴルフマッチⅢ #17
▽9:45 限定！ ギア MAX #2
ザ・メモリアルトーナメント
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 426 10:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
10:00 PGA ツアー
presented by
10
10:30 ★ Golf Link #28
ネーションワイドインシュランス 二 チャールズシュワブ
「ゴルフスイッチ！」#74
11:00 ★ ぎゅっと #217 ▽11:15 プレメン！4 #3 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf 11:00 ★ ゴル★パラ #117 11:00 勝者の条件
チャレンジ
11
11:30 PGAツアープレーヤーズ ♯11 松山英樹 11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #81 ▽11:45 ぎゅっと #217 11:30 ★ プレメン！4 #4 ▽11:45 限定！ ギアMAX #2
1 日目
今平周吾のマネジメント論 #1＆2
0:00 ゴルフのたすき「教える人 教わる人 9Hチャレンジ」 0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #181 0:00 勝者の条件
0:00 勝者の条件
0
0:30 ぎゅっと #217 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2 0:30 プレメン！4 #3 ▽0:45 限定！ ギアMAX #2
浅地洋佑のマネジメント論 #1＆2
今平周吾のマネジメント論 #3＆4
1:00 ひとりゴルフ
1:00 ひとりゴルフ
1:00 ひとりゴルフ
1:00 ひとりゴルフ
1:00 プレメン！4 #4 ▽1:15 ３ルールレッスン#2
1
ゴルフタレントなみき 1:30 PGA̲HL ▽1:45 限定！ ギアMAX #2
石坂友宏
木下稜介
宮本勝昌
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 海外シニアメジャー
2:00 海外シニアメジャー
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 3:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
全米プロシニア
全米プロシニア
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
ゴルフ選手権 1 日目
ゴルフ選手権 2 日目

5

金

衛星生中継
ウェルズファーゴ
チャンピオンシップ
1 日目

夜

夜

2

1:00 ひとりゴルフ

金

二

深

深

0
1

6

（3:00~）PGA ツアー

後

後

6

木

午

午

4
5

5

4:00 インフォメーション

前

前

9

木

4:00 インフォメーション

7
8

水

PGAツアー チャンピオンズ
ニュース・レッスン・情報番組

午

午

6

4

4:00 インフォメーション

PGAツアー
その他の競技

深 夜

深 夜

5

火

海外メジャー
国内女子ツアー

午 後

午 後

12

4

3

4:00 インフォメーション

二

特集・おすすめ番組
国内ツアー

午 前

（2:00~）PGA ツアー
二 衛星生中継
衛星生中継
メキシコオープン
メキシコオープン
5
at ヴィダンタ
at ヴィダンタ
3 日目
最終日
6
※最大延長 午前 11:00
6:30 ★ 国内男子ツアー
とことん 1 番ホール生中継 7:00 限定！ ギアMAX #2 ▽7:15 ３ルールレッスン#1
7
7:30 タイガー・ウッズ
中日クラウンズ
最終日
ドキュメンタリー
8
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
9
宮田成華
※最大延長 午前 11:00 10:00 インフォメーション
10
10:30 限定！ ギアMAX #2 ▽10:45 ３ルールレッスン#1 10:30 プレメン！4 奥嶋誠昭編 #1＆2
11:00 ひとりゴルフ
11:00 プレメン！4 奥嶋誠昭編 #3＆4
11
11:30 インフォメーション
中西直人
0:00 PGA̲HL ▽0:15 ３ルールレッスン #3 0:00 牧野裕の Enjoy Golf
0
0:30 PGA ツアー チャンピオンズ 0:30 PGA ツアー プレーヤーズ #2
二 クラブコープ
1:00 インフォメーション
1
1:30 PGA ツアー 2020-21
クラシック 最終日
二 ウェルズファーゴ
2:00 国内シニアツアー
2
チャンピオンシップ
ノジマチャンピオンカップ
最終日
箱根シニアプロゴルフ
3
優勝者 : ローリー・マキロイ
トーナメント 1 日目
4:00 国内シニアツアー
4
ノジマチャンピオンカップ 4:30 インフォメーション
箱根シニアプロゴルフ 5:00 PGA̲HL ▽5:15 ３ルールレッスン #1
5
トーナメント 最終日 5:30 ３ルールレッスン #2&3
6:00 PGA̲HL ▽6:15 ３ルールレッスン #1 6:00 インフォメーション
6
6:30 ３ルールレッスン #2&3 6:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 クラブコープ
7:00 PGA ツアー
7
二 メキシコオープン
クラシック 最終日
8:00 PGA ツアー
at ヴィダンタ
8
二 メキシコオープン
3 日目
at ヴィダンタ
9
最終日
10:00 ★ 国内男子ツアー
10
中日クラウンズ
11:00 ★ ぎゅっと #214 ▽11:15 限定！ ギアMAX #2
最終日
11
11:30 ★ 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
0:00 PGA̲HL ▽0:15 限定！ ギア MAX #2
「ゴルフスイッチ！」#74
0
0:30 2021 年度 第 62 回 0:30 ぎゅっと #214 ▽0:45 PGA̲HL
日本女子アマチュア 1:00 Golf Link #26
1
1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1
ゴルフ選手権競技
2:00 PGA ツアー
2:00 インフォメーション
2
二 衛星生中継
3:00 プレメン！4 奥嶋誠昭編 #1＆2
メキシコオープン
3
at ヴィダンタ 最終日 3:30 プレメン！4 奥嶋誠昭編 #3＆4

4

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

