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ゴルフネットワーク
2021年9月見どころ

今月の注目ラインアップ

米国vs欧州の対抗戦「ライダーカップ」が1年越し開催
PGAツアー最終戦「ツアーチャンピオンシップ」

①米国と欧州の雄が集結！これはゴルフなのか・・・

衛星生中継「米国×欧州 2020ライダーカップ」

③松山英樹、8年連続最終戦出場＆FedExカップ年間王者へ
衛星生中継「ツアーチャンピオンシップ」

②賞金女王争いも佳境に！国内女子ツアーとことん1番ホール生中継

「ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント」
「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」

Program Line-up
ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2021年7月26日



【大会概要】
■開催日：9/24（金）～9/26（日）
■場所：ウィスリングストレイツ（ウィスコンシン州）
■賞金総額：なし
■2018年大会：欧州選抜

米国×欧州 2020ライダーカップ

2

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
開会式 9/24（金）午前6：00～7：00
１日目 9/24（金）午後9：30～翌午前8：00 
２日目 9/25（土）午後9：30～翌午前8：00
最終日 9/26（日）深夜1：00～翌午前7：00
（※最大延長 [開会式]午前8：00まで [１日目]午前9：00まで

[２日目]午前9：00まで [最終日]午前10：00まで）

2年に1度行われる米国選抜と欧州選抜による対抗戦。2020年開催予定だったが、新型コロナウイルスの影響で延期となり、1
年越しで米国ウィスコンシン州・ウィスリングストレイツに世界トップレベルのゴルファーたちが集結する。

大会の起源は1927年、英国の大富豪サムエル・ライダーが提唱し「米国vs英国」の対抗戦として開催されたのが始まり。賞金は
一切ないが、この大会に選ばれ出場することがゴルファーにとって最高の名誉とされ、米国や欧州の一大スポーツイベントのひとつと
されている。国の威信や誇りを背負った選手たちが魅せる3日間の戦いは、普段のトーナメントとは全く違う感情むき出しの情熱
的なもので、まるでサッカーの試合のような観客の大歓声も見どころのひとつだ。

ゲームはフォアサム形式とフォーボール形式のダブルスマッチプレーとシングルスマッチプレーのフォーマットが採用され、ゲームごとにポイ
ントが付与される。 2018年大会はフランスのル・ゴルフ・ナショナルで開催され、欧州選抜が17.5対10.5で2大会ぶりに勝利し
た。今年の開催コースであるウィスリングストレイツは、1998年に開場したピート・ダイ設計のリンクススタイルコースで、過去3度全
米プロゴルフ選手権が開催されている。

【米国×欧州対抗戦】

©Getty Images
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今年で26回目を迎えるゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント。会場は初開催となる三重県・ゴルフ5カントリー四日市コース。昨年
は、小祝さくらが最終日に6バーディー、ノーボギーの「66」をマークし、2位に6打差をつけて大会レコードを更新する17アンダーで通
算2勝目を飾った。2019年大会プレーオフで敗れた雪辱を果たした。

【国内ツアー】

ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 9/4（土）午前8：00～午後0：00
最終日 9/5（日）午前8：00～11：00
（※最大延長 [最終日]午前11：30まで）

【大会概要】
■開催日：9/3（金）～9/5（日）
■コース： ゴルフ5カントリー四日市コース（三重県）
■賞金総額：6,000万円
■2020年優勝：小祝さくら



2021朝日インテック presents
ドライビング女王コンテスト

1970年に初開催、今年で52回目を迎えるこの大会は、歴代チャンピオ
ンに樋口久子をはじめ、岡本綾子などが名を連ね、国内女子ツアーの
中でも歴史のある大会。今年度からは大会名が「住友生命Vitalityレ
ディス 東海クラシック」に変更される。 1Hは376ヤードのパー4。ティーグ
ラウンドからグリーンまで右傾斜のOBに注意しなければならない。またグリ
ーンが非常に大きいため、セカンドショットは距離感とライン出しの精度が
必要とされる。
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【国内ツアー】

第52回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
２日目 9/18（土）午前7：00～10：30
最終日 9/19（日）午前7：30～9：45
（※最大延長 [最終日]午前10：15まで）
≪ダイジェスト放送≫
１日目 9/17（金）午後10：00～深夜0：00
２日目 9/18（土）午後8：30～10：00
最終日 9/19（日）午後10：15～11：30

【大会概要】
■開催日：9/17（金）～9/19（日）
■コース：新南愛知カントリークラブ美浜コース（愛知県）
■賞金総額：1億円
■2020年優勝：古江彩佳

「住友生命Vitalityレディス東海クラシック」2日目終了後、LPGAツアー唯一の公認ドライビング女王コンテストが今年も開催され
る。昨年は笹生優花が270ヤードを記録し大会3連覇を狙った穴井詩を抑えて初優勝を飾った。

＜放送日時＞
9/19（日）午前10：15～10：45 
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2020年は新型コロナウイルスの影響により中止となり、2年ぶりの開催となる本大会。2019年は当時41歳の武藤俊憲が、8バ
ーディ、1ボギーの「64」というベストスコアをマーク。 4打差をつける圧勝で4年ぶりのツアー通算7勝目を飾った。

【大会概要】
■開催日：9/23（木）～9/26（日）
■コース：城陽カントリー倶楽部（京都府）
■賞金総額：1憶円
■2019年優勝：武藤俊憲（2020年は大会中止）

≪ダイジェスト放送≫
３日目 9/25（土）午後8：30～9：30
最終日 9/26（日）午後11：00～深夜1：00

【国内ツアー】

第4週パナソニックオープン
ゴルフチャンピオンシップ

＜放送日時＞
＃１９１ 9/6（月）午後11：00～11：15
＃１９２ 9/13（月）午後11：00～11：15 
＃１９３ 9/20（月・祝）午後11：00～11：15 
＃１９４ 9/27（月）午後11：00～11：15 

ぎゅっと週刊国内ツアー

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！
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ツアーチャンピオンシップ

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 9/2（木）深夜2：00～翌午前7：00
２日目 9/3（金）深夜2：00～翌午前7：00
３日目 9/4（土）深夜2：00～翌午前8：00
最終日 9/5（日）深夜1：00～翌午前7：15
（※最大延長 [最終日]午前10：00まで）

【大会概要】
■開催日：9/2（木）～9/5（日）
■場所： イーストレイクゴルフクラブ（ジョージア州）
■賞金総額：賞金なし
■2020年優勝：ダスティン・ジョンソン（米国）

PGAツアー2020-21シーズン最終戦は、FedExカップポイントランキング上位
30名のみが出場できるエリートフィールド。今年も“球聖”ボビー・ジョーンズがホ
ームコースとしていた名門コース、米国ジョージア州イーストレイクゴルフクラブで
行われる。2019年から、BMWチャンピオンシップまでのランキングでストローク
差をつけるハンディキャップ制を導入。ランキング1位は10アンダーからのスタート
となり、この大会の優勝者が年間王者となる。

昨年はFedExランキング1位で挑んだダスティン・ジョンソン（米国）が初日か
らトップを譲らず逃げ切り優勝。初の年間王者に輝き1500万ドル（約16億
円）のボーナスを手にした。2021年マスターズを制した松山英樹の最終戦進
出と日本人初となる年間王者にも期待がかかる。

【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。

©Getty Images



アセンションチャリティークラシック

ザ・アリーチャレンジ
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【PGAツアーチャンピオンズ】

＜放送日時＞
１日目 8/31（火）午後7：00～8：30
２日目 9/1（水）午後7：00～8：30
最終日 9/2（木）午後7：00～8：30

今シーズンから新たに行われる大会。ミズーリ州セントルイスのノーウッドヒルズカントリークラブで行われる。コースは1948年全米プ
ロゴルフ選手権、1972年と1973年のグレーターセントルイスゴルフクラシックを行って以来の大会開催となる。

【大会概要】
■開催日：9/10（金）～9/12（日）
■場所：ノーウッドヒルズカントリークラブ（ミズーリ州)
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：-万ドル）
■新規大会

＜放送日時＞
１日目 9/14（火）午後7：30～9：00
２日目 9/15（水）午後7：00～8：30
最終日 9/16（木）午後7：00～8：30 

金融サービス会社アリーファイナンシャルグループとマクラーレンヘ
ルスケア主催の大会。本社を置くミシガン州のコース、ワーウィック
ヒルズゴルフ＆カントリークラブで行われる。昨年はツアーチャンピ
オンズデビュー戦として参戦したジム・フューリックが初優勝。

【大会概要】
■開催日：8/27（金）～8/29（日）
■場所：ワーウィックヒルズゴルフ＆カントリークラブ（ミシガン州)
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30万ドル）
■2020年優勝：ジム・フューリック（米国）

©Getty Images



ピュアインシュランスチャンピオンシップ

サンフォードインターナショナル
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【PGAツアーチャンピオンズ】

＜放送日時＞
１日目 9/21（火）午後7：00～8：30
２日目 9/22（水）午後7：00～8：30
最終日 9/22（水）午後8：30～10：00 

＜放送日時＞
１日目 9/28（火）午後7：00～8：30
２日目 9/29（水）午後6：30～8：00
最終日 9/30（木）午後7：00～8：30

©Getty Images
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ツアー終盤戦、チャールズ・シュワブカップのランキングにも大きな影
響を及ぼす戦い。サウスダコタ州に本社を構えるサンフォードヘルス
が冠スポンサーとなり、大会ホストに全米オープンを2度制したアン
ディー・ノース、アンバサダーにジャック・ニクラスを迎え開催される。
開催コースはミネハハカントリークラブ。1990年から2001年まで
はウェブドットコムツアーのダコタ・デューン・オープンが開催されてい
た。

【大会概要】
■開催日：9/17(金）～9/19（日）
■場所：ミネハハカントリークラブ（サウスダコタ州）
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：27万ドル）
■2020年優勝：ミゲル・アンヘル・ヒメネス（スペイン）

【大会概要】
■開催日：9/24（金）～9/26（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：220万ドル（優勝賞金：33万ドル）
■2020年優勝：ジム・フューリック（米国）

風光明媚なペブルビーチゴルフリンクスが舞台の今大会。昨年は
前週ツアー初出場初優勝を飾ったジム・フューリックがプレーオフで
ジェリー・ケリーを破り2勝目を飾った。初出場から2戦連続優勝
は1980年のアーノルド・パーマー、1999年のブルース・フライシャ
ーに次いで3人目の快挙となった。



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＞
＃６５ 9/1（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。

ゴルフ真剣勝負 the MATCH

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
MCヒロミ×ゲスト中村芝翫
9/20（月・祝）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、クレー射撃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。

9月は歌舞伎役者の大看板：中村芝翫。故中村勘三郎とのゴルフ秘
話など、歌舞伎界らしい粋な逸話が盛りだくさんでお届け。



ひとりゴルフ

ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～直輸入クラブをサルベージ～USA仕様って何が違って？何が同じ？
9/3（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＞
藤本麻子 9/8（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。

9月は藤本麻子が神奈川県の横浜カントリークラブをプレーする。
藤本は岡山県出身の31歳。10歳からゴルフを始め、作陽高校在
学時に中国女子アマ3連覇。2008年全国高校ゴルフ選手権で優
勝、2009年日本女子アマを制覇しプロ転向。新人戦の加賀電子
カップを優勝。2010年フジサンケイレディスで2位に入ると、2011年
伊藤園レディースでツアー初優勝を果たした。今シーズンはここまで
28試合出場、2度のトップ10入り、賞金ランク73位。

©Getty Images



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＞
＃４０９ 9/14（火）午後10：00～10：30
＃４１０ 9/28（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＞
＃６６ 9/6（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！Season4 永井研史メソッド

あすゴル！ゴルフ部
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１８０ 9/5（日）午後10：00～10：15 ＃１８１ 9/12（日）午後10：00～10：15
＃１８２ 9/19（日）午後10：00～10：15 ＃１８３ 9/26（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、永井研史のメソッドを紹介する。
9月からシーズン4を迎えるプレメンレッスン！今シーズンからは、悩めるゴ
ルファーや今以上に向上したいゴルファーに向けて、コースで直接役に立
つより実践的なレッスンを中心にお届けする。今回のコーチ、永井研史
はプロゴルファー石井忍が主催するエースゴルフクラブで「アッキー永井」
の愛称で活躍し、人気を集めている。

＜放送日時＞
＃１ 9/1（水）午後11：30～11：45
＃２ 9/8（水）午後11：30～11：45 
＃３ 9/15（水）午後11：30～11：45 
＃４ 9/22（水）午後11：30～11：45 
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
9/4（土）午後0：00～1：00

今年で26回目を迎える日本ジュニアゴルフ選手権競技。今年は、
東京五輪が行われることもあり、男子は埼玉県、日高カントリークラ
ブ、女子は東京ゴルフ倶楽部と分かれて行われる。今後の日本ゴル
フ界を担うジュニアゴルファーたちの熱い戦いの模様を60分のダイジェ
ストでお届け。

第26回日本ジュニアゴルフ選手権競技

debut!～新次元への変革 SPEEDER NX~

＜放送日時＞
9/8（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！」。今回はフジクラより新発売のシャフト
「SPEEDER NX」を紹介する。

2014年以降国内女子ツアーで使用率No.1を誇るフジクラシャフト。好評を博したEVOシリーズから8年、ついに新たなブランド
が誕生！その名も「SPEEDER NX」。これまでの概念を覆し2次元から3次元設計に進化した新シャフト、数多くの女子プロを
優勝に導いた堀尾研仁と今年プロテストに合格した篠崎愛（マナ）の2人が検証・分析。進化を遂げたその性能に迫る。

【大会概要】
■開催日：8/18（水）～8/20（金）
■場所：男子 日高カントリークラブ東・西コース（埼玉県）

女子 東京ゴルフ倶楽部（埼玉県）
■2019年優勝：

吉沢己咲（男子12歳～14歳の部）
唐下明徒（男子15歳～17歳の部）
外園華蓮（女子12歳～14歳の部）
梶谷翼（女子15歳～17歳の部）



スター☆ゴルフマッチⅡ

EVER GREEN CLUB
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 9/7（火）午後9：00～9：15 ＃２ 9/14（火）午後9：00～9：15
＃３ 9/21（火）午後9：00～9：15 ＃４ 9/28（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。

＜放送日時＞
＃９４ 9/7（火）午後9：30～10：00
＃９５ 9/21（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。



GOLF LINK
～ゴルフとビジネスをつなぐ新常識～

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】

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＞
＃４１ 9/7（火）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
＃１１ 9/14（火）午後10：30～11：00
＃１２ 9/28（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。



藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会
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【オリジナル番組】

牧野裕のEnjoy Golf

＜放送日時＞
9/7（火）午後11：00～11：30        9/14（火）午後11：00～11：30 
9/21（火）午後11：00～11：30 9/28（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＞
＃４７ 9/7（火）午後11：30～11：45 ＃４８ 9/14（火）午後11：30～11：45
＃４９ 9/21（火）午後11：30～11：45 ＃５０ 9/28（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＞
＃１４７ 9/7（火）深夜0：00～0：30 ＃１４８ 9/14（火）深夜0：00～0：30
＃１４９ 9/21（火）深夜0：00～0：30 ＃１５０ 9/28（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＞
＃８２ 9/1（水）午後11：00～11：30 ＃８３ 9/8（水）午後11：00～11：30
＃８４ 9/15（水）午後11：00～11：30 ＃８５ 9/22（水）午後11：00～11：30
＃８６ 9/29（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

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

