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ゴルフネットワーク
２０２１年７月見どころ

今月の注目ラインアップ

海外メジャー第4戦
全英オープンが2年ぶりの開幕！

①2年ぶり149回目のTHE OPEN

「2021全英オープンゴルフ選手権」

②真夏の1番ホールをとことん生中継

「ニッポンハムレディスゴルフクラシック」

Ｐｒｏｇｒａｍ Ｌｉｎｅ-ｕｐ
ジュピターゴルフネットワーク株式会社
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全英オープンゴルフ選手権
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【大会概要】
■開催日：7/15（木）～7/18（日）
■場所：ロイヤルセントジョージズゴルフコース（イングランド）
■賞金総額：-ドル（優勝賞金：-万ドル）
■2019年優勝：シェーン・ローリー（アイルランド）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 7/15（木）午後2：30～翌午前4：00
２日目 7/16（金）午後2：30～翌午前4：00
３日目 7/17（土）午後6：00～翌午前4：00
最終日 7/18（日）午後5：00～深夜3：00 
（※最大延長 [１日目]午前5：00まで [２日目]午前5：00まで

[３日目]午前5：00まで [最終日] 午前7：00まで）

昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で第二次世界大戦中の1945年以来の大会中止となった全英オープン。2020年
唯一開催されなかった男子メジャートーナメントが2年ぶりの開催を迎える。149回目の大会はロンドン中心部から車で90分のサ
ンドウィッチにある、ロイヤルセントジョージズ。全英オープンが開催されたコースの中でも最も南に位置し、スコットランド以外で初め
て大会が開催されたコースでもある。これまで14度開催され、直近では2011年、ダレン・クラークが優勝した大会である。全英オ
ープンらしいケント海岸沿いに面したリンクスコース、同じ方角を向いた連続したホールがないことが特徴。あらゆるショットで海風を
攻略する必要がある。注目は6Hパー3の「メイデン」。ロイヤルセントジョージズのシグネチャーホールであり、丘の斜面に沿って多く
のギャラリーが見守る光景が見ものだ。昨年の大会延期が発表された時点で出場権を手にしていた選手は、そのまま横滑りで出
場が決定している。日本からは松山英樹をはじめ、今平周吾、木下稜介、金谷拓実、稲森佑貴、星野陸也が出場予定。他
に国内ツアー「～全英への道～ミズノオープン」の上位2名が出場権を獲得する。今年、クラレットジャグを手にするのは果たして
…

【海外メジャー】
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ロケットモーゲージクラシック

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 7/2（金）午前4：00～7：00
２日目 7/3（土）午前4：00～7：00
３日目 7/3（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 7/4（日）深夜2：00～翌午前7：15
（※最大延長 [３日目]午前8：00まで [最終日]午前11：00まで）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 7/9（金）午前4：00～7：00
２日目 7/10（土）午前4：00～7：00
３日目 7/10（土）深夜2：00～翌午前7：15
最終日 7/11（日）深夜2：00～翌午前7：15
（※最大延長 [３日目]午前7：30まで [最終日]午前11：30まで）

ジョンディアクラシック

【大会概要】
■開催日：7/8（木）～7/11（日）
■場所： TPCディアラン（イリノイ州）
■賞金総額：620万ドル（優勝賞金：108万ドル）
■2020年優勝：大会中止

全英オープン前最後の戦い。ジョーダン・スピース、ブライアン・ハーマン、ブライソ
ン・デシャンボーなど、この大会で初優勝を飾りトッププロへと羽ばたいていった若
手が多い。優勝者には全英オープン出場権が与えられるため、最後の切符を
賭けて争われる。2013年には当時19歳のジョーダン・スピースが史上初めて
の10代でのPGAツアー優勝を飾り、全英オープンへ向かった。舞台はイリノイ
州TPCディアラン。PGAツアー5勝、日本ツアーでも勝利したD.A.ワイブリング
が馬の育成牧場跡地に設計したコースだ。

【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：7/1（木）～7/4（日）
■場所： デトロイトゴルフクラブ（ミシガン州）
■賞金総額：750万ドル（優勝賞金：135万ドル）
■2020年優勝：ブライソン・デシャンボー（米国）

今回で3回目を迎えるデトロイトで行われる大会。昨年は5月に開催予定だっ
たが、7月に延期され行われた。舞台は1899年開場のデトロイトゴルフクラブ
。元々メリーランド州で行われていたクイッケンローンズナショナルを、クイッケンロ
ーンズ社の本社があるデトロイトへ場所を移し開催されている。昨年はブライソ
ン・デシャンボーが劇的な肉体改造を果たし、優勝を飾った。上位2名には全
英オープンの出場権が与えられるため、若手からベテランまで激しい争いになる
。「ロケットモーゲージ」はクイッケンローンズ社が2016年に発売したサービス名
に由来する。
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バーバソルチャンピオンシップ

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 7/20（火）午後3：00～6：00
２日目 7/20（火）午後6：00～9：00
３日目 7/21（水）午後3：00～6：00
最終日 7/21（水）午後6：30～9：30

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 7/22（木）深夜3：30～翌午前7：00
２日目 7/23（金）深夜3：30～翌午前7：00
３日目 7/24（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 7/25（日）深夜2：00～翌午前7：15
（※最大延長 [最終日]午前11：30まで）

3Mオープン

【大会概要】
■開催日：7/22（木）～7/25（日）
■場所： TPCツインシティーズ（ミネソタ州）
■賞金総額：660万ドル（優勝賞金：118.8万ドル）
■2020年優勝：マイケル・トンプソン（米国）

ミネソタ州ツインシティで行われる3回目を迎える大会。舞台はTPCツインシティ
ーズ。アーノルド・パーマーの設計で2000年に開場し、2001年から2018年
までPGAツアーチャンピオンズの3Mチャンピオンシップの開催コースとして使用さ
れていた。3M社はミネソタ州に本拠地を置く、世界的な化学・電気素材メー
カー。

【PGAツアー】

【大会概要】
■開催日：7/15（木）～7/18（日）
■場所： キーントレースゴルフクラブ（ケンタッキー州）
■賞金総額：350万ドル（優勝賞金：63万ドル）
■2020年優勝：大会中止

全英オープンと同週に米国で開催されるオルタネートトーナメント。多くのトップ
プロが不在の中、2年間のツアーシード権を賭けて新進気鋭の若手とベテラン
がしのぎを削る。舞台はケンタッキー州ザ・キーントレースゴルフクラブ。2015年
からアラバマ州でスタートしたこの大会は、昨年ケンタッキー州に移動、59年ぶ
りの同州で行われる大会となった。
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PGAツアーハイライト～今日の松山英樹～
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【PGAツアー】

【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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4日間に渡って北海道で行われるシーズン第19戦。今年の開催地、桂ゴ
ルフ倶楽部は名匠ロバート・トレント・ジョーンズJr設計の中でも評価の高い
名門コース。1Hは、距離のあるまっすぐなミドルホール。1打目は左サイドの
バンカーを避けてフェアウェイセンター狙い。グリーン両側はバンカーで囲まれて
いるため、手前から攻めていきたいところ。ハンディキャップ9のこのホールをどの
ようなプレーで通過していくのか。

【大会概要】
■開催日：7/8（木）～7/11（日）
■コース：桂ゴルフ倶楽部(北海道)
■賞金総額：1億円
■2019年優勝：S.ランクン

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 7/10（土）午前8：00～午後1：00
最終日 7/11（日）午前7：30～10：00
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）

【国内ツアー】

ニッポンハムレディスゴルフクラシック
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ぎゅっと週刊国内ツアー
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【国内ツアー】

＜放送日時＞
＃１８２ 7/5（月）午後11：00～11：15
＃１８３ 7/12（月）午後11：00～11：15 
＃１８４ 7/19（月・祝）午後11：00～11：15 
＃１８５ 7/26（月）午後11：00～11：15 

4シーズン目となるぎゅっと週刊国内ツアー。どこよりも詳しい大会ハイライトに

加え優勝者を含めた選手インタビューも充実。恒例の優勝セッティング紹介

するWITBなどゴルフファンにとってはうれしい情報もお届け！



全米シニアオープンゴルフ選手権

ディックススポーティンググッズオープン
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【PGAツアーチャンピオンズ】

翌週からシニアメジャートーナメント連戦を控え、前哨戦となる大
会。舞台はニューヨーク州エンジョイゴルフクラブ。2007年から同
大会を開催している。

【大会概要】
■開催日：7/2（金）～7/4（日）
■場所：エンジョイゴルフクラブ（ニューヨーク州)
■賞金総額：205万ドル（優勝賞金：30.75万ドル）
■2019年優勝：ダグ・バロン（米国）

＜放送日時＞
１日目 7/6（火）午後7：30～9：00
２日目 7/7（水）午後6：30～8：00
最終日 7/8（木）午後6：30～8：00 
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＜放送日時＞ ※予選ラウンド生中継
１日目前半 7/8（木）深夜1：00～翌午前4：00
１日目後半 7/9（金）午前7：00～9：00
２日目 7/9（金）深夜1：00～翌午前4：00
３日目 7/11（日）午後10：30～深夜1：30
最終日 7/12（月）午後3：00～6：00 

1980年から続く、シニアメジャートーナメント。今年の舞台はネ
ブラスカ州オマハカントリークラブ。優勝者にはフランシス・ウィメット
トロフィーと翌年の全米オープンへの出場権が与えられる。トロフ
ィーの名前となっているフランシス・ウィメットは生涯アマチュアを貫
き、全米アマを二度優勝した伝説のレジェンド。その精神は高く
評価され、2005年には「グレーテストゲーム（The Greatest 
Game Ever Played）」として映画化された。

【大会概要】
■開催日：7/8（木）～7/11（日）
■場所：オマハカントリークラブ（ネブラスカ州）
■賞金総額：400万ドル（優勝賞金：72万ドル）
■2019年優勝：スティーブ・ストリッカー（米国）



全英シニアオープンゴルフ選手権
presented by ロレックス
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【PGAツアーチャンピオンズ】

シニアメジャー最終戦。舞台は「英国一のゴルフコース」と称され
るサニングデールゴルフクラブ。1901年開場のオールドコースはゴ
ルフコースには適さない丘、草原、森林を切り倒して作られており
、草木に覆われ、深い森の中へ進んでいく。多くの名選手がプレ
ーしており、1926年全英オープンでボビー・ジョーンズが33ショッ
ト33パット、アウト33イン33の66でプレーし「完璧なラウンド」と
呼ばれたプレーもこのコースで生まれている。

【大会概要】
■開催日：7/22（木）～7/25（日）
■場所：サニングデールゴルフクラブ（イングランド）
■賞金総額：250万ドル（優勝賞金：31.433万ドル）
■2019年優勝：ベルンハルト・ランガー（ドイツ）

＜放送日時＞ ※１日目～３日目生中継
１日目前半 7/22（木）午後8：00～10：30
１日目後半 7/22（木）深夜0：30～3：00
２日目前半 7/23（金）午後8：00～10：30
２日目後半 7/23（金）深夜0：30～3：00
３日目 7/24（土）午後10：00～深夜2：00
最終日 7/26（月）午後3：30～6：30 

©Getty Images



銀座ゴルフ倶楽部
presented by テーラーメイド
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＜放送日時＞
92年会vs2000年生まれ3マッチトーナメント
7/7（水）午後9：00～10：30

2016年4月に放送をスタートし、これまで多くのマッチプレーを放送してき
た「ゴルフ真剣勝負 the MATCH」。更なる“勝負感”を演出し、よりハ
イレベルなプロの技・真剣勝負をお届けすべく新たな試合方法でお送りす
る。4名のプロによる3試合のミニトーナメントを開催し、優勝者には賞金
50万円が贈呈される。1試合1話で、予選2試合、決勝1試合の計3試
合を放送。イ・ミニョン、ペ・ヒギョンの92年生まれと、石井理緒、後藤未
有の2000年生まれが激突する。今月は予選MATCH②、イ・ミニョンvs
ペ・ヒギョンをお送りする。

ゴルフ真剣勝負 the MATCH

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
MCヒロミ×ゲストすみれ 7/21（水）午後10：00～11：00 

テーラーメイド銀座を舞台にヒロミが鷲見玲奈と共に毎月豪華ゲストを迎
えお届けする大人のゴルフトークバラエティ。MCヒロミのこだわりは趣味の
域を超える。リフォーム、レーシングカーと様々なことにハマってきたヒロミにと
って、ゴルフもその一つ。芸能界に友達が多いヒロミが、ゴルフから広がる、
趣味、仕事、人生のことを自由にトークする。
6月はモデルのすみれ。幼少期、ハワイのゴルフ場隣接の自宅で育った彼
女。父親はゴルフ好きで有名な石田純一、義理の母はプロゴルファーの東
尾理子という、ゴルフに囲まれた環境ながら、クラブを振るのは練習場程
度でコースでのラウンドは未経験。今回はそんな彼女のコースデビューを取
材する。



ひとりゴルフ

ギア猿

11

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～華丸工場長の検証スペシャル(1)～飛び系とマッスルバックを比較するぞ
7/2（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＞
石井理緒 7/14（水）午後10：00～11：00

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。
6月は石井理緒が千葉県の南総カントリークラブをプレーする。石
井理緒は新潟県出身の21歳。11歳からゴルフを始め、2019
年2度目のプロテストで合格。今シーズンは4月のヤマハレディー
ス葛城で7位に入るなど飛躍が期待される。



稲村亜美・アンタッチャブル柴田の「ゴルフスイッチ！」

TEAM SERIZAWA
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃４０５ 7/13（火）午後10：00～10：30
＃４０６ 7/27（火）午後10：00～10：30

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。

＜放送日時＞
＃６４ 7/5（月）午後11：30～深夜0：30

“神スイング”でおなじみの稲村亜美とお笑いコンビ・アンタッチャブル
の柴田英嗣が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
報などを中心に紹介。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。



プレメンレッスン！Season3 吉本巧メソッド

あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１７１ 7/4（日）午後10：00～10：15 ＃１７２ 7/11（日）午後10：00～10：15
＃１７３ 7/18（日）午後3：15～3：30 ＃１７４ 7/25（日）午後10：00～10：15

プロゴルファーの大和笑莉奈、高橋恵、アマチュアの萩原菜乃花があす
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。

今回はプロコーチ、吉本巧のメソッドを紹介する。
シーズン3を迎えるプレメンレッスン！今シーズンからはターゲットを「平均スコア別ゴルファー」と明確にし、スコア70台の競技者レベ
ルなら引き出しを増やすテクニックを、伸び盛りのジュニアなら基本を重視したレッスンなど、自分のレベルに合ったレッスンを紹介す
る。今回のコーチ、吉本巧は銀座ゴルフアカデミーを主催し、プロゴルファーをはじめ多くのアマチュアゴルファーの上達させてきた。特
別なスイング理論、上達法をお伝えする。

＜放送日時＞
＃１ 7/7 （水）午後11：30～11：45
＃２ 7/14（水）午後11：30～11：45 
＃３ 7/21（水）午後11：30～11：45 
＃４ 7/28（水）午後11：30～11：45 



第105回日本アマチュアゴルフ選手権競技
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
7/4（日）午後3：30～5：00

6/15（木）鳥取県の大山ゴルフクラブで行われる日本女子アマチ
ュアゴルフ選手権競技。4日間、ストロークプレーで行われる大会の
模様を最終日の優勝争いを中心にお届けする。有望な中学生､高
校生を中心にアマチュアランキング上位者たちのプレーに注目！ 今
年はナショナルチームメンバーの活躍が期待される｡

第62回日本女子アマチュアゴルフ選手権競技

＜放送日時＞
7/22（木）午後0：00～1：30

6/29（木）から茨城県の大利根カントリークラブで行われる日本ア
マチュアゴルフ選手権競技。4日間、ストロークプレーで行われる大会
の模様を最終日の優勝争いの模様を中心にお届けする。有望な中
学生､高校生を中心にアマチュアランキング上位者たちのプレーに注
目！今年はプロトーナメントでも上位に入るなどの活躍をみせる世界
アマチュアランキング1位の中島啓太などの大学生の活躍が期待され
ている｡



debut！
カーボンアイアンＯＴが初登場

＜放送日時＞
7/17（土）午後4：00～4：30

ゴルフビジネスで戦う者たち「グラスホッパーズ」
～日本初！アマチュアが出場する男子レギュラートーナメントを追跡～
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【オリジナル番組】

ゴルフ業界のビジネスや経済活動にスポットをあて、様々な
視点で考察、再発見していく番組。
ゴルフ用品店チェーン「ゴルフパートナー」が主催した日本初と
なるアマチュアが参加可能な男子レギュラートーナメント「ゴルフ
パートナーPRO-AMトーナメント」、その記念すべき第1回大
会が幕を閉じた。この番組では、日本で初めてとなる「プロアマ
スタイル」の男子レギュラートーナメントの開催を実現させた大
会主催者の想い、全国予選を勝ち抜き「プロと同じフィールド
でプレーしたい」という夢を実現させたアマチュアの想い、様々な
想いが交錯したこの大会に密着、そこにある“リアル”を描写す
る。

＜放送日時＞
7/8（木）午後9：00～9：30

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、三菱ケミカルから発売された「OT IRON」を紹介。アイアンシャフトに革命を起こしたアイアン用カーボンシャフト「OT 
IRON」が番手別設計にリニューアル。革新の“OnTarget”アイアンシャフトが高弾道と着弾点のバラつきを減らし、真上からピン
をデッドに狙うアグレッシブなショットを可能にします。



EVER GREEN CLUB

debut！
ロマロ10年の結晶RayVシリーズ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
7/14（水）午後9：00～9：30

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！」。

＜放送日時＞
＃１ 7/6（火）午後9：00～9：15 ＃２ 7/13（火）午後9：00～9：15
＃３ 7/20（火）午後9：00～9：15 ＃４ 7/27（火）午後9：00～9：15

ゴルフライフを豊かにする様々な情報を紹介する新番組。こんなゴルフの楽しみ方があってもいいよね？といった新しいゴルフライフ
の提案を、スタイリッシュな映像でお届け。このコースに行ってみたい、このコースでプレーしたい、といった旬の情報をMC・田中雄介
がゴルファー目線で紹介する。



葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

スター☆ゴルフマッチⅡ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃９０ 7/13（火）午後9：30～10：00
＃９１ 7/27（火）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！！

＜放送日時＞
＃３９ 7/6（火）午後10：00～10：30



Turf＆Trip Season2
～今こそゴルフ旅！大人女子が会いに行く～

GOLF LINK
～ゴルフとビジネスをつなぐ新常識～
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃７ 7/13（火）午後10：30～11：00
＃８ 7/27（火）午後10：30～11：00

コロナ禍を機に人々の生活や価値観、ビジネスの仕組みが大きく変
わる中、これからの国内経済界を担う方を毎回ゲストアマとして招く
ゴルフ番組がスタート。ビジネスマンの働き方が見直される中で、ゴル
フやリゾートを楽しむライフスタイル、そして資産運用など、ラウンドと
共に“人生100年時代を生きる提案”をお届けする。

＜放送日時＞
＃６ 7/6（火）午後11：45～深夜0：00 ＃７ 7/13（火）午後11：45～深夜0：00
＃８ 7/20（火）午後11：45～深夜0：00 ＃９ 7/27（火）午後11：45～深夜0：00

オトナの女性にオススメ、広島県三原市と世羅町を舞台に今注目の「ゴルフツーリズム」の魅力を紹介。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。東広島市出身のプロゴルファー・佐伯三貴と、レッス
ンプロ・トップインフルエンサーとして活躍する高橋友希子、そして今回の「シーズン2」から加わる注目のゴルファー・井上莉花の
3人が、広島県三原市と世羅町を舞台にゴルフツーリズムを体験。実際にラウンドをまわり、ゴルフの楽しみ方や明日から使え
る実践的なテクニックをわかりやすく紹介。三原・世羅エリアの素敵スポットにGO!島旅では、サイクリングに釣りにと、春うららか
な瀬戸内海をアクティブに満喫する。陶芸やお寺での座禅、三原名物の「だるま」づくりなど、体験型の観光にも挑戦。「ゴルフ
」と「旅」の幸せなコラボを、女性目線でたっぷりお届け。



藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会

牧野裕のEnjoy Golf

19

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
7/6（火）午後11：00～11：30        7/13（火）午後11：00～11：30 
7/20（火）午後11：00～11：30 7/27（火）午後11：00～11：30

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。

＜放送日時＞
＃３８ 7/6（火）午後11：30～11：45 ＃３９ 7/13（火）午後11：30～11：45
＃４０ 7/20（火）午後11：30～11：45 ＃４１ 7/27（火）午後11：30～11：45

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。



ゴルフ★パラダイス

橋本マナミのLeader`s GOLF
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１３８ 7/6（火）深夜0：00～0：30 ＃１３９ 7/13（火）深夜0：00～0：30
＃１４０ 7/20（火）深夜0：00～0：30 ＃１４１ 7/27（火）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！？

＜放送日時＞
＃７４ 7/7（水）午後11：00～11：30 ＃７５ 7/14（水）午後11：00～11：30
＃７６ 7/21（水）午後11：00～11：30 ＃７７ 7/28（水）午後11：00～11：30

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！

※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
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