
①開幕間近の国内女子ツアーを大特集＆プロ野球OBマッチ開催！
「3週連続 オフに潜入！女子プロスペシャル

～原英莉花＆渡邉彩香～」
「ぎゅっと週刊国内ツアー 2021女子ツアー開幕直前SP」
「TEAM SERIZAWA 笹生優花が登場！」
「ゴルフ真剣勝負 the MATCH 

プロ野球OBダブルス 日本シリーズ リベンジマッチ」

（P.2～3）
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今月の注目ラインアップ

開幕間近の国内女子ツアーを大特集！
さらにthe MATCHではプロ野球OBが登場！

②PGAツアーはビッグトーナメントが続々登場！
「ウェイストマネジメントフェニックスオープン」
「ザ・ジェネシスインビテーショナル」
「WGC-メキシコチャンピオンシップ」

（P.4～6）
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【イチオシ特番】

TEAM SERIZAWA
笹生優花登場！

＜放送日時＞
＃３９５ 2/9（火）午後10：00～10：30
＃３９６ 2/23（火・祝）午後10：00～10：30

1月に引き続き2月は笹生優花が登場！芹澤信雄、藤田寛之とシ
ニア、男子、女子の3ツアーズでガチンコ勝負をお届けする。 2004
年にスタートしたゴルフネットワークを代表する長寿番組。芹澤信雄
を中心に藤田寛之、宮本勝昌、上井邦弘、西山ゆかりらトッププロ
と若手有望プロを擁するチームセリザワのモットーは、「ゴルフは楽しく
真剣に！」。そんなチームセリザワメンバーが月替わりで登場！プロの
技やコースマネージメントを紹介するだけでなく、真剣なプレーあり、
軽快なトークありと見所満載。

3週連続 オフに潜入！女子プロスペシャル

＜放送日時＞
第１週 原英莉花 2/20（土）午後8：00～8：30
第２週 渡邉彩香 2/27（土）午後8：00～8：30

初の2年通年での開催となる特別なシーズン。オフで女子プロゴルファ
ー不足気味の視聴者のためのエナジードリンク、賞金女王の有力候
補たちのオフに潜入！合宿の模様や練習中のプロの素顔など女子ゴ
ルファンが見たくても見れないオフに密着します。
＜第1週 原英莉花＞
第1週に登場するのはエリカ様こと原英莉花。彼女がジャガーランドロ
ーバーでスポンサーイベントに勤しむ健気な姿に密着！颯爽とゲレンデ
を駆るエリカ様の運転にも注目。ロングインタビューでは、これまでそして
これからのロードマップに迫る！
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ゴルフ真剣勝負 the MATCH
プロ野球OBダブルス 日本シリーズ リベンジマッチ
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＜放送日時＞
2/20（土）午後9：00～10：00

開幕直前に迫った女子ツアー。オフシーズンの秘蔵映像満載でお届け！
新型コロナウイルスの影響で多くの大会が開催中止となった2020年。これ
までに前例のない、年をまたぎ2年で1シーズンとなる今季は従来の開幕
戦でもある3月のダイキンオーキッドレディースからシーズンが再開予定。異
例となった長いシーズン、2021年の展望、また延期となっている東京オリン
ピック2020代表争いなど、その見所を余すところなくお届け。

ぎゅっと週刊国内ツアー
2021女子ツアー開幕直前SP

【イチオシ特番】

＜放送日時＞
2/3（水）午後9：00～10：30

2月はthe MATCH特別編でプロ野球OBダブルスによる日本シリーズリベ
ンジマッチを開催！元巨人の槙原寛己氏と香田勲男氏、元ソフトバンク
の斉藤和巳氏と新垣渚氏によるダブルス戦をお送りする。プロによる1対1
の真剣勝負をお届けする「ゴルフ真剣勝負 the MATCH」。ストロークプ
レー形式で行われるトーナメントが主流となっている現在だが、「ライダーカ
ップ」「プレジデンツカップ」に代表されるチーム対抗戦ではマッチプレー形式
が採用されている。それはお互いの優劣がはっきりと決するから。つまり、マッ
チプレーの中にこそ真剣勝負の醍醐味がある。
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【PGAツアー】

ファーマーズインシュランスオープン

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：1/28（木）～1/31（日）
■場所：トーレパインズゴルフコース（カリフォルニア州）
■賞金総額：750万ドル（優勝賞金：135万ドル）
■20年優勝：マーク・リーシュマン（豪州）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 1/29（金）午前5：00～9：00 
２日目 1/30（土）午前5：00～9：00
３日目 1/30（土）深夜3：00～翌午前8：15
最終日 1/31（日）深夜3：00～翌午前8：45
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで[最終日] 午前10：30まで）

ウエストコーストスイング第2戦。1月最後の大会は名門コース、トーレパインズ
ゴルフコースでの開催。 1957年にオープンしたこのコースは第二次世界大戦
中に米軍キャンプとして使用されていた土地にオープン。ノースコース、サウスコ
ースの全36ホールのコースで、特にノースコースのバックナインの海岸線の景色
はツアー屈指の絶景である。タイガー・ウッズが得意とするコースで、2021年の
初戦に選ぶ可能性が高い。大会は1952年にサンディエゴオープンとしてスター
ト。2010年から同大会名となっている。トーレパインズは1968年から使用し
ている。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 2/5（金）午前5：00～9：00 
２日目 2/6（土）午前5：00～9：00
３日目 2/6（土）深夜3：00～翌午前8：15
最終日 2/7（日）深夜3：00～翌午前8：15
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで[最終日] 午前11：00まで）

ウェイストマネジメントフェニックスオープン

【大会概要】
■開催日：2/4（木）～2/7（日）
■場所：TPCスコッツデール（アリゾナ州）
■賞金総額：730万ドル（優勝賞金：131.4万ドル）
■20年優勝：ウェブ・シンプソン（米国）

72万人ものギャラリーを集めるPGAツアー屈指のイベントも、今年はコロナの影
響で観客の動員は不透明。名物の16番ホールのギャラリースタンドは建設さ
れない可能性もあり、まったく別の大会模様となると予想される。松山英樹は
2016年、2017年と連覇を果たしている相性の良い大会で好成績を期待し
たい。大会の起源は1932年、フェニックスオープンとしてスタート。一度中止と
なった後、1939年から再開された。当時はアリゾナ州のフェニックスカントリーク
ラブで行われ、1987年に現在のTPCスコッツデールへと移動した。TPCスコッツ
デールは1986年オープン。PGAツアー16勝で2012年全米オープン開催コー
ス、オリンピックゴルフクラブの設計も担当したトム・ワイスコフとコースデザイナー
のジェイ・モリッシュの設計。
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AT&Tペブルビーチプロアマ

ザ・ジェネシスインビテーショナル
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【PGAツアー】
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【大会概要】
■開催日：2/18（木）～2/21（日）
■場所：ザ・リビエラカントリークラブ（カリフォルニア州）
■賞金総額：930万ドル（優勝賞金：167.4万ドル）
■20年優勝：アダム・スコット（豪州）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 2/19（金）午前4：00～8：00 
２日目 2/20（土）午前4：00～8：00
３日目 2/20（土）深夜3：00～翌午前8：15
最終日 2/21（日）深夜3：00～翌午前8：45
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで[最終日] 午前10：30まで）

開催コース、リビエラカントリークラブがあるロサンゼルス郊外で生まれ育ったタイ
ガーがホストを務める大会。招待大会として、出場選手も120人に絞られ賞
金総額10億円を争う。タイガー自身、未だ優勝経験はなく、98年にプレーオ
フでビリー・メイフェアに敗退、99年は2位T。昨年も68位で終わり、今年に賭
ける意気込みは強いだろう。“世界屈指のパー4”と呼ばれる10番ホールなど
難解なホールが続くこのコースを前回王者アダム・スコットをはじめ、ショットメーカ
ーがどう攻略するかにも注目だ。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 2/12（金）午前5：00～8：00 
２日目 2/13（土）午前5：00～8：00
３日目 2/13（土）深夜3：00～翌午前8：15
最終日 2/14（日）深夜3：00～翌午前8：15
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで[最終日] 午前11：30まで）

【大会概要】
■開催日：2/11（木）～2/14（日）
■場所：ペブルビーチゴルフリンクス（カリフォルニア州）
■賞金総額：780万ドル（優勝賞金：140.4万ドル）
■20年優勝：ニック・テーラー（カナダ）

名門ペブルビーチゴルフリンクスで開催されるツアー有数の歴史ある大会。 「ホ
ワイトクリスマス」や「サイレントナイト」など数々のヒット曲を生み出し、「クリスマ
スソングの王様」と呼ばれた歌手ビング・クロスビーが主催した大会を起源に持
つ。世界で最も美しいコースと称されるペブルビーチは1919年開場。モントレ
ー半島の海岸に沿うように設計されたコースは、後にアリスター・マッケンジーや
ジャック・ニクラスなどが改修し現在の形となっている。今年は大会75周年の記
念大会となる。



＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 2/26（金）午前4：00～9：00 
２日目 2/27（土）午前4：00～9：00
３日目 2/27（土）深夜2：00～翌午前8：15
最終日 3月放送予定
（※最大延長 [３日目]午前9：00まで）

WGC-メキシコチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：2/25（木）～2/28（日）
■場所：クラブ・デ・ゴルフチャプルテペック（メキシコ）
■賞金総額：1050万ドル（優勝賞金：182万ドル）
■20年優勝：パトリック・リード（米国）

WGCシリーズ初戦。世界ゴルフコースTOP100にノミネートされているクラブ・デ
・ゴルフチャプルテペックで開催。世界ランク50位以内のトップランカーたちが集ま
る。昨年は最終日を1打差の2位でスタートしたパトリック・リードが逆転で優勝
。前年のヒーローワールドチャレンジでのペナルティが意図的だったと周囲から非
難され厳しい目線が注がれる中で、雑音を打ち消し見事勝利を掴み取った。

©Getty Images
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【PGAツアー】
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＜放送日時＞ ※予選ラウンド生中継・再放送あり
１日目 2/25（木）深夜0：30～3：30 
２日目 2/26（金）深夜0：30～3：30 
３日目 2/28（日）午前9：00～11：45
最終日 3月放送予定

プエルトリコオープン

【大会概要】
■開催日：2/25（木）～2/28（日）
■場所：グランドリザーブカントリークラブ（プエルトリコ）
■賞金総額：300万ドル（優勝賞金：54万ドル）
■20年優勝：ビクトル・ホブランド（ノルウェー）

WGCシリーズと同週に行われる大会。世界ランク上位が出場しないこの大会
には新進気鋭の若手と復活を目指すベテランが集う。16年にはトニー・フィナウ
がツアー初優勝を果たし、トップ戦線へ一揆に駆け上がり、昨年はツアールーキ
ーのビクトル・ホブランドが見事優勝を果たした。鬼の居ぬ間に…今年は誰が
駆け上がるのか。
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【PGAツアー】

PGAツアーハイライト～今日の松山英樹～

【放送日】
※放送する大会はゴルフネットワークホームページよりご確認下さい。

世界最高峰の舞台PGAツアーに挑む松山英樹。ゴルフネットワークでは出場試合に独自カメラを導入、その日のプレーハイライ
トを速報でお届けします。
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【注目番組】

勝者の条件 浅地洋佑のマネジメント論

＜放送日時＞
＃１ 2/5  （金）午後10：00～10：30
＃２ 2/12（金）午後10：00～10：30
＃３ 2/19（金）午後10：00～10：30
＃４ 2/26（金）午後10：00～10：30

今月は浅地洋佑が登場！優勝経験のあるトッププロが出演し、アマチュア

ゴルファーにとって永遠の課題「コースマネジメント」を深堀りする。今月は浅

地洋佑が2019年、「アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイ

ヤモンドカップゴルフ」で初優勝を飾ったコース、千葉県の総武カントリークラ

ブ 総武コースをラウンドする。キャディを務める中川雅也と共に、コースにどう

向き合い、どう戦うのか！？

ひとりゴルフ

＜放送日時＞
進藤大典 2/10（水）午後10：00～11：00
古閑美保 2/24（水）午後10：00～11：00

外出自粛が余儀なくされ、過去の試合や自宅でのレッスン動画などでゴルフを楽しんでいる多くのゴルフファンに、芝が緑になっ
たこの時期のゴルフ場の爽快な映像で気持ちを癒してもらおう！そんなコンセプトを持った番組。ゴルフの楽しさ、奥深い面白さ
を伝え、ドローンカメラで撮影することでゴルフ場の景色、コースの特徴も紹介しながらひとりのゴルファーの9ホールのラウンドを紹
介する60分。



稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」

ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～アイアンをサルベージ(3)～弱点を補うアイアン選び

2/5（金）午後11：00～ 深夜0：00

ゴルフネットワークが独自の切り口でお届けするギア番組。本業の
漫才並みにゴルフに取り組む2014THE MANZAI優勝者「博
多華丸・大吉」の博多華丸、“QPプロ”ことティーチングプロの関雅
史とカリスマクラブフィッターである鹿又芳典の3人が毎月ゴルフギア
のアレコレを面白おかしく、ときに真剣に取り上げる。

＜放送日時＞
＃５９ 2/1（月）午後11：00～深夜0：00

“神スイング”でおなじみの稲村亜美がMCを務め、お笑いコンビ・アン
タッチャブルの柴田英嗣とお送りするゴルフ情報番組。ゴルフネットワ
ークのおすすめ番組情報や最新ゴルフニュース、レッスンやゴルフ場の
お得情報など中心に紹介。また、人気ゴルフコーチのレッスン、クラブ
フィッターのギア解説などゴルフファン必見のコーナーもお届けしていく
。運動神経・スタイル抜群でいつでもフルスイングの稲村亜美があな
たのゴルフスイッチをONにする。1年で一番寒～い2月。それでも果
敢にラウンドするゴルファーに耳寄り情報満載！ラウンド前夜に最適
な入浴・入眠法や、朝のスタート前に30秒行うだけで血流が一気
に温まり、極寒でも身体の可動域が130%向上する運動などなど
知らずにはいられない、試したくなる珠玉の真冬ゴルフの新常識をお
届け！



あすゴル！ゴルフ部

ゴルフ6
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１０ 2/16（火）午後10：00～10：30

2月はプロゴルファーの大和笑莉奈が登場！2017年、「4日間・72ホール
のストロークプレー」という従来の伝統を捨て、全く新しいフォーマットでの公
式戦がヨーロッパで産声を上げたのをご存知だろうか。【ゴルフシックス】。この
大会は、6ホール勝負のマッチプレーで行われ、ゴルフを新たな領域へと導
いた。そして、2020年日本でまだ馴染みのないフォーマットで新たな歴史そ
して伝統が始まっていく。独自路線を常に追求し挑戦をし続け、自らの信
念を曲げることなく自分自身や後世の為に進むべき道を切り開いてきたタケ
小山が6ホールマッチプレーそしてゴルフ全体の普及の為に立ち上がった。タ
ケ小山が挑戦状をたたきつけてきた腕に自信のあるゴルファーを迎え撃つ。
6ホールでのマッチプレーは、どんなドラマを生み出すのか。

＜放送日時＞
＃１５０ 2/7（日）午後10：00～10：15 ＃１５１ 2/14（日）午後10：00～10：15 
＃１５２ 2/21（日）午後10：00～10：15 ＃１５３ 2/28（日）午後10：00～10：15

プロゴルファーの大和笑莉奈、高橋恵、小楠梨沙、アマチュアの萩原菜
乃花、加藤みなみがあすゴル！ゴルフ部に入部！ツアー優勝を目指す
現役プロゴルファー、プロテスト合格を目指すレッスンプロ、トップアマへの
道を歩むゴルファーなど、それぞれが抱く大志を胸に、部員それぞれが設
定する目標達成に向け、ツアープロコーチの内藤雄士がサポート。各部
員のスイングの特徴やプレースタイルなどを考慮して、必要なスキルを指
導する。毎週日曜はこれを見れば上達間違いなし。



金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント2020
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
2/6（土）午後1：00～2：00

4月に国内シニアツアー開幕戦として予定されていた「金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント」。新型コロナウイルスの影響で
延期となり、今回ツアー最終戦として開催された。沖縄県のかねひで喜瀬カントリークラブで行われた2日間の大会模様を60分
のダイジェストで放送する。

debut！

＜放送日時＞
2/1（月）午後10：00～10：30

ゴルフメーカーが発表する注目の新作ギアを徹底紹介していくギア情報番組「debut！」。今回は、三菱ケミカルの新シリーズを
紹介する。



スター☆ゴルフマッチⅡ

葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃３４ 2/2（火）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
＃７９ 2/9（火）午後9：30～10：00
＃８０ 2/23（火・祝）午後9：30～10：00

芸能界やスポーツ界のゴルフ好き同士がペアを組んで真剣勝負を繰り広
げる「スター☆ゴルフマッチ」。この番組では、ティーショットからパッティングま
で、普段テレビドラマやトーク番組では見ることのできない「生」の姿を余す
ところなくお届けする。

国内女子ツアーNo.１の飛ばし屋・葭葉ルミとロサンゼルス五輪の男子体
操金メダリスト・森末慎二のゴルフ番組。葭葉ならではの「飛ばしを極める」メ
ソッドを紹介するなど、ゴルフレッスンからくすっと笑えるゴルフバラエティ番組。
一緒にゴルフを楽しく考えて行きましょう！！



Turf & Trip～今こそゴルフ旅！大人女子が会いに行く～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１０ 12/2（火）午後10：30～10：45

ゴルフ★パラダイス

＜放送日時＞
＃５２ 2/2（火）午後11：45～深夜0：00 ＃５３ 2/9（火）午後11：45～深夜0：00
＃５４ 2/16（火）午後11：45～深夜0：00 ＃５５ 2/23（火・祝）午後11：45～深夜0：00

ゴルフ界の元祖アイドル・松澤知加子による本格レッスン。アベレージ
ゴルファーと初心者の二人が上達を目指します。ゴルフが今より上手く
なってもっと楽しめるようになるためにはどうすればいいの？？「島根ゴ
ルフ倶楽部」「クラシック島根カントリークラブ」の2コースを舞台に、ゴル
フの楽しみ方を追求していきましょう！

大人の女性にオススメ！「ゴルフツーリズム」の魅力を紹介する番組がスタート。ゴルフツーリズムとは、ゴルフを楽しみ、さらに周辺
の土地の魅力を満喫する新しい旅のスタイル。プロゴルファーの佐伯三貴と高橋友希子、アナウンサーの河野行恵の大人女子3
人が広島県三原市を舞台に、ゴルフだけでなく観光も楽しむ新感覚バラエティ。



藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会

牧野裕のEnjoy Golf
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
2/2（火）午後11：00～11：30        2/9（火）午後11：00～11：30 
2/16（火）午後11：00～11：30 2/23（火・祝）午後11：00～11：30

プロゴルファー、藤田光里による丁寧なレッスンや解説盛りだくさんに
お送りする新番組。状況別のマネジメントや、その時に使うべき技術
の選択など、スコアメイクに必要不可欠なゴルフのポイントやツボを伝
授する。すべてのプレーヤーに役立つ内容がぎっしりと詰まった、ゴル
フ偏差値を高めるための番組。あらゆる状況別においての、現役プ
ロゴルファーとアマチュアゴルファーの考え方の違いを導き出す。

＜放送日時＞
＃１６ 2/2（火）午後11：30～11：45 ＃１７ 2/9（火）午後11：30～11：45
＃１８ 2/16（火）午後11：30～11：45 ＃１９ 2/23（火・祝）午後11：30～11：45

国内ツアー4勝の牧野裕が、初心者から上級者まで年齢性別を問わ
ず幅広い方に、ワンポイントレッスンやホール戦略のアドバイスなどを分
かりやすく紹介する楽しみながらゴルフを学べる番組。



橋本マナミのLeader`s GOLF
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１１７ 2/2（火）深夜0：00～0：30 ＃１１８ 2/9（火）深夜0：00～0：30
＃１１９ 2/16（火）深夜0：00～0：30 ＃１２０ 2/23（火・祝）深夜0：00～0：30

女優の橋本マナミが進行役を務め、各界のリーダー達、そして一流プロと
のトークやラウンドを通じて、「成功者達に共通しているものは何か？」を
模索していく番組。この番組では、企業の代表者やアスリート、アーティ
ストなど各界のリーダーを毎回ゲストに迎えて、実力派プロゴルファーとベ
ストスコア方式で対戦する。ゴルフの持つゲーム性の高さや、戦いの駆け
引きによって垣間見えるリーダーたちの意外な性格や人間性とは！？

※本資料で使用している写真、チャンネルロゴのデータが必要な方は、下記担当者までご連絡ください。

報道関係の方
ジュピターゴルフネットワーク株式会社
編成部/マーケティング企画部 PR担当
TEL： 03-5500-5102
FAX： 03-5500-3406

一般の方
ゴルフネットワークカスタマーセンター
ＴＥＬ：0120-562-034

http：//www.golfnetwork.co.jp

http://www.golfnetwork.co.jp/

