
②賞金女王争いが熱い！国内女子ツアーダイジェスト放送

「富士通レディース」
「樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント」
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今月の注目ラインアップ

10月は男女シニアツアーの国内メジャー3大会を
とことん1番ホール生中継

①3週連続！とことん1番ホール生中継
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今年で54回目を迎える日本女子オープンゴルフ選手権競技。 2016年大会に続き3回目の開催となる栃木県・烏山城カントリ
ークラブ（二の丸・三の丸）で行われる。 昨年は原英莉花が2位の小祝さくらに4打差をつけて国内メジャー大会初優勝を果た
した。 今年は黄金世代の選手だけでなく東京五輪代表の稲見萌寧やプラチナ世代の選手に注目だ。

1番ホールはストレートで距離のある412ヤードのパー4。緩やかな登りのため距離感の正確さがポイント。花道から攻めて行きたい
。フェアウェイキープが鉄則であるが、飛距離が出る選手はバンカーの右先が狙い目。バンカー先まで運べば、2打目以降が狙いや
すく、グリーン左のバンカーに入りにくくなる。

【国内ツアー】

日本女子オープンゴルフ選手権競技

©Getty Images

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 10/2（土）午前7：00～午後0：30
最終日 10/3（日）午前7：00～午後0：15
（※最大延長 [最終日]午後0：45まで）

【大会概要】
■開催日：9/30（木）～10/3（日）
■コース：烏山城カントリークラブ 二の丸・三の丸（栃木県）
■賞金総額：1億5000万円
■2020年優勝：原英莉花
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86回目を迎える日本オープンゴルフ選手権競技。今年は滋賀県の琵琶湖カントリー倶楽部・三上コースを舞台に行われる。昨
年は最終ホールまで勝負がもつれる展開の中、稲森佑貴が谷原秀人を振り切り、2018年以来2度目の優勝を挙げた。今年は
東京五輪代表の星野陸也、海外メジャーや欧州ツアーに出場した金谷拓実といった若手選手の活躍に期待が掛かる。

1番ホールは412ヤードのパー4。距離は短いがティーショットの落とし場所がスコアに大きく影響するホール。ティーショットではフェア
ウェイのセンターからやや左サイドを狙うとセカンドショットが打ちやすくなるが打ち上げとなるため距離感が難しい。グリーンは大きな受
けグリーンとなっており、必ずピンの手前から攻めたいホールだ。

【国内ツアー】

日本オープンゴルフ選手権競技

提供：日本ゴルフ協会

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 10/16（土）午前7：00～午後0：30
最終日 10/17（日）午前7：00～午後0：15
（※最大延長 [最終日]午後0：45まで）

【大会概要】
■開催日：10/14（木）～10/17（日）
■コース：琵琶湖カントリー倶楽部・三上コース（滋賀県）
■賞金総額：2億1000万円
■2020年優勝：稲森佑貴



1962年から続き、今年で60回目を迎える大会。プロシニアゴルファー日本一を決定する国内シニアツアーのメジャートーナメント。
優勝者には、翌年の日本プロゴルフ選手権大会と全英シニアオープンの出場権が与えられる。昨年は無観客・54ホール短縮競
技となる中、2位から最終日をスタートした中山正芳が清水洋一とのプレーオフを制し、ツアー初優勝をメジャーで飾った。

会場となるサミットゴルフクラブ（茨城県）の1番ホールはやや左ドックレッグの519ヤードのパー5。ティーショットは左クロスバンカー
のやや右が狙い目。2打目はフェアウェイ左サイドに。右側はグリーンまでOBとなっている。

4

【国内ツアー】

©PGA

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 10/9（土）午前7：30～午後0：00
最終日 10/10（日）午前7：00～午後0：00
（※最大延長 [最終日]午後0：30まで）
≪ダイジェスト放送≫
３日目 10/9（土）午後9：00～11：00
最終日 10/11（月）午後11：30～深夜1：30

【大会概要】
■開催日： 10/7（木）～10/10（日）
■コース：サミットゴルフクラブ（茨城県）
■賞金総額：5000万円（予定）
■2020年優勝：中山正芳

日本プロゴルフシニア選手権大会
住友商事・サミットカップ



樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント

富士通レディース
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今年で38回目を迎える富士通レディース。千葉県・東急セ
ブンハンドレッドクラブで開催される。昨年は無観客で開催さ
れ、申ジエがツアー通算23勝目を飾り、生涯獲得賞金10億
円突破を果たした。新型コロナウイルスの影響で来日が大幅
に遅れ、6月には手術を行うなど様々なアクシデントがあった
中で勝ち取った勝利となった。

【大会概要】
■開催日：10/15（金）～10/17（日）
■コース：東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）
■賞金総額：1憶円
■2020年優勝：申ジエ

≪ダイジェスト放送≫
2日目 10/16（土）午後11：00～深夜0：00
最終日 10/17（日）午後10：15～11：45

【国内ツアー】

©Getty Images

第1回大会、第2回大会の覇者で開催地の埼玉県出身で
もある樋口久子の名を冠した大会。昨年は無観客で開催
され、ツアールーキーの西村優菜が初優勝を飾った。最終日
、3位でスタートした西村は、65の猛チャージで通算11アン
ダーの大逆転で優勝を勝ち取った。

【大会概要】
■開催日：10/29（金）～10/31（日）
■コース：武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）
■賞金総額：8000万円
■2020年優勝：西村優菜

≪ダイジェスト放送≫
2日目 10/30（土）午後11：00～深夜0：00
最終日 10/31（日）深夜0：30～2：00

©Getty Images
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第4週

＜放送日時＞
＃１９５ 10/4（月）午後11：00～11：15
＃１９６ 10/11（月）午後11：00～11：15 
＃１９７ 10/18（月）午後11：00～11：15 
＃１９８ 10/25（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！

昨年は新型コロナウイルスの影響により大会中止となり、2年
ぶりの開催となる本大会。2019年大会は南アフリカのショー
ン・ノリスが1打差で逃げ切る優勝。最終日、首位でスタート
したノリスは終盤までもつれる展開となったが、3バーディ、2ボ
ギー、1ダブルボギーの72でプレー。粘り強いプレーでツアー通
算4勝目を勝ち取った。

【大会概要】
■開催日：9/30（木）～10/3（日）
■コース：三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）
■賞金総額：1憶1000万円
■2019年優勝：ショーン・ノリス（2020年は大会中止）

≪ダイジェスト放送≫
３日目 10/3（日）午後1：30～3：00
最終日 10/3（日）午後10：15～11：45

バンテリン東海クラシック

©東海テレビ

【国内ツアー】
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サンダーソンファームズ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 10/1（金）午前5：00～8：00
２日目 10/2（土）午前5：00～7：00
３日目 10/3（日）午前5：00～7：00
最終日 10/4（月）午前5：00～8：15 
（※最大延長 [最終日]午前10：00まで）

【大会概要】
■開催日：10/7（木）～10/10（日）
■場所： TPCサマーリン（ネバダ州）
■賞金総額：-（優勝賞金：125万ドル）
■2020年優勝：マーティン・レアード（イングランド）

舞台となるTPCサマーリンはラスベガス西郊の岩石砂漠地帯に1991年オー
プン。海抜820mの位置にあり、飛ばし屋有利のコースといわれている。大
会は1983年に始まった「パナソニックラスベガスプロ」を起源に持ち、75万ド
ルという当時のツアーでは最も高い賞金額を誇っていた。また、1996年10
月、2か月前にスタンフォード大学を中退しプロ転向したばかりのタイガー・ウ
ッズがデービス・ラブ三世を破りツアー初優勝を飾った大会でもある。

【大会概要】
■開催日：9/30（木）～10/3（日）
■場所：カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）
■賞金総額：-（優勝賞金：118.8万ドル）
■2020年優勝：セルヒオ・ガルシア（スペイン）

ツアー唯一のミシシッピ州での開催。舞台はカントリークラブ・オブ・ジャクソン
。1914年開場のプライベートコースで、狭くトリッキーなグリーンだが、ビッグ
スコアが多く出るコースでもある。昨年は最終日、首位でスタートした40歳
のセルヒオ・ガルシアが3年ぶり11勝目を飾った。過去10年で7人の初優
勝者が生まれている大会でもある。

【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 10/8（金）午前6：00～9：00
２日目 10/9（土）午前6：00～7：30
３日目 10/10（日）午前6：00～7：00
最終日 10/11（月）午前6：00～9：15
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

©Getty Images

©Getty Images

シュライナーズチルドレンオープン
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ザ・CJカップ@サミット

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 10/15（金）午前6：00～9：00
２日目 10/16（土）午前6：00～7：00 
３日目 10/17（日）午前6：00～7：00
最終日 10/18（月）午前6：00～9：15
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

【大会概要】
■開催日：10/14（木）～10/17（日）
■場所：サミットゴルフクラブ（ネバダ州）
■賞金総額：-（優勝賞金：126万ドル）
■2020年優勝：ジェイソン・コークラック（米国）

2017年に韓国で初開催され、今年で5回目を迎える大会。今年も昨年
に引き続き米国での開催となり、ネバダ州ラスベガスのサミットクラブで行わ
れる。シャドークリークゴルフコースで行われた昨年大会は、最終日2位でス
タートしたジェイソン・コークラックが8バーディ、ボギーなしの64をマークし逆
転優勝。35歳で悲願の初優勝を飾った。

©Getty Images

バミューダチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：10/28（木）～10/31（日）
■場所：ポートロイヤルゴルフクラブ（バミューダ諸島）
■賞金総額：-（優勝賞金：72万ドル）
■2020年優勝：ブライアン・ゲイ（米国）

3回目を迎えるバミューダ諸島サウサンプトンのポートロイヤルゴルフクラブで
行われる大会。海岸線に沿って作られたコースはエメラルドグリーンの海と
純白に染められた別荘群、青い空のコントラストが抜群の美しいゴルフコー
スだ。昨年はレギュラー大会として開催され、1日500人の観客動員が解
禁された大会となった。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継
１日目 10/28（木）深夜2：00～翌午前5：00
２日目 10/29（金）深夜2：00～翌午前5：00 
３日目 10/30（土）深夜2：00～翌午前5：15
最終日 10/31（日）深夜2：00～翌午前5：15
（※最大延長 [３日目]午前6：00まで [最終日]午前7：00まで）

©Getty Images

【PGAツアー】



SASチャンピオンシップ

コンステレーション フューリック＆フレンズ
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【PGAツアーチャンピオンズ】

＜放送日時＞
１日目 10/12（火）午後7：30～9：00
２日目 10/13（水）午後6：30～8：00
最終日 10/14（木）午後6：30～8：00

＜放送日時＞
１日目 10/19（火）午後7：30～9：00
２日目 10/20（水）午後7：00～8：30
最終日 10/21（木）午後7：00～8：30

©Getty Images

フロリダ州に20年以上拠点を置くジム・フューリックが大会ホストを務める新規大会。舞台はフロリダ州ジャクソンビルのティムアナカ
ントリークラブ。1923年開場のコースで、PGAツアー13勝を誇るデビッド・デュバルのホースコースである。

【大会概要】
■開催日：10/8（金）～10/10（日）
■場所：ティムクアナカントリークラブ（フロリダ州）
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：-）
■新規大会

【大会概要】
■開催日：10/15(金）～10/17（日）
■場所：プレストンウッドカントリークラブ（ノースカロライナ州）
■賞金総額：210万ドル（優勝賞金：31.5万ドル）
■2020年優勝：アーニー・エルス（南アフリカ）

チャールズ・シュワブカップ、プレーオフシリーズ前の最終戦。この大
会終了後、賞金ランク72位以上がプレーオフシリーズへ進む。昨
年はPGAツアー15勝、メジャー4勝を誇るアーニー・エルスが逆転
優勝。ツアールーキーのエルスはツアー3戦目で初優勝を飾り、今
大会で早くも2勝目をマークした。



ドミニオンエナジーチャリティクラシック
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【PGAツアーチャンピオンズ】

＜放送日時＞
１日目 10/26（火）午後7：30～9：00
２日目 10/27（水）午後7：00～8：30
最終日 10/27（水）午後8：30～10：00

©Getty Images

プレーオフシリーズ第1戦。チャールズシュワブカップ上位72名が出
場する。この大会後、上位54人が次戦のティンバーテックチャンピ
オンシップへ進むことができる。開催コースは、1928年開場のバー
ジニアが誇る名門、カントリークラブ・オブ・バージニア。比較的フラ
ットなフロントナインに比べ、バックナインは傾斜が強く、試合の終
盤にかけてドラマチックな展開が望めるだろう。昨年はツアー参戦2
戦目のフィル・ミケルソンが最終日65をマークし逆転優勝。史上3
人目のツアー参戦から2連勝を飾った。

【大会概要】
■開催日：10/22（金）～10/24（日）
■場所：カントリークラブ・オブ・バージニア（バージニア州）
■賞金総額：200万ドル（優勝賞金：30万ドル）
■2020年優勝：フィル・ミケルソン（米国）



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＞
日大ゴルフ部OB対決
10/6（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。

2021年9月～11月のシリーズは「日大ゴルフ部OB対決」と題して名
門・日本大学ゴルフ部出身の宮本勝昌、矢野東、中西直人、堀川
未来夢が激突。今月は予選MATCH②、宮本勝昌vs矢野東をお届
けする。

ゴルフ真剣勝負 the MATCH

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
MCヒロミ×ゲスト小泉孝太郎
10/23（土）午後11：00～深夜0：00 

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。

10月のゲストは多数のドラマに出演する人気俳優の小泉孝太郎。ゴルフ
好きの父・小泉純一郎元首相との思い出から、ゴルフを通じた意外な交
友関係まで、あまり表に出さないプラベートも垣間見れる貴重な1時間。
そして今回、小泉孝太郎がラウンドパートナーに指名した意外な人物とは
─。



ひとりゴルフ

ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
～ゴルファー再生工場（2）～ナイツ土屋登場！漫才協会の師匠由来のセットを大改造
10/1（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＞
貞方章男 10/13（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。

10月は貞方章男が千葉県のベルゼルバカントリークラブ市原コース
をプレーする。貞方は8歳からゴルフを始め、14歳で米国へ単身留
学。今田竜二と出会い、今田のコーチに師事。2001年に全米アマ
チュアランキング9位となり、同年プロ転向。アジアンツアーなどを経て
2008年から日本ツアーへ本格参戦し、1年目からシード権を獲得
した。2016年に一度シード権を失うが、2019年にQTから這い上
がり返り咲きを果たした。今シーズンは賞金ランキング70位。



稲村亜美・アンタッチャブル柴田の「ゴルフスイッチ！」
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃６７ 10/4（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。

あすゴル！ゴルフ部

＜放送日時＞
＃１８４ 10/3（日）午後10：00～10：15
＃１８５ 10/10（日）午後10：00～10：15
＃１８６ 10/17（日）午後10：00～10：15
＃１８７ 10/24（日）午後10：00～10：15
＃１８８ 10/31（日）午後10：00～10：15

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、PGAツ
アーティーチングプロ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。



ゴルフネットワーク選手権 RomaRo CUP 2021
地区大会

ゴルフネットワーク100切り選手権2021
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
10/2（土）午後0：30～1：30

お馴染みゴルゴ松本・佐久間馨が100切りゴルファーを熱く応援！
今年は、YouTuberなみきちゃんも参戦しリアル100切りに挑む！
「スコア100を切る」ことを目標に掲げたアマチュアゴルファーが全国か
ら参加。大いに盛り上がった大会の模様を1時間のダイジェストにまと
めて放送する。100を切る喜びや達成感、そして競技ゴルフの面白
さを感じてもらいたいという思いから始まったこの「100切り選手権」も
今年で13回目。昨年は新型コロナウイルスの影響で大会中止とな
り、2年ぶりの開催となる。さらに今年は「ベストスコアを更新したい」と
いう熱い想いを持つゴルファーを応援すべく、「ベスト切り選手権」も
初開催。目標達成に挑むアマチュアゴルファー達の熱闘をお見逃し
なく！

＜放送日時＞
10/31（日）午後10：30～深夜0：00

社会人アマチュアゴルファーに「競技ゴルフの楽しさを感じてもらうこと」を目的に、1998年にスタートした「ゴルフネットワーク選手権
RomaRo CUP 2021」。昨年は新型コロナウイルスの影響で大会中止となり、今年は2年ぶり23回目の開催となる。
8月28日の高坂カントリークラブ（埼玉県）を皮切りに全国10会場で決勝の地、愛知カンツリー倶楽部（愛知県）を目指し
戦いが行われる。「アマチュア最強ダブルス」の称号はどのチームが掴むのか！今回も、番組では地区大会会場の模様をダイジェス
トでお送りします。



TEAM SERIZAWA
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

わくわく！火曜ゴルフプレミアム

＜わくわく！火曜ゴルフプレミアムとは＞
ゴルフネットワークの火曜日は新エピソードが盛りだくさん！
たくさんの新エピソードにわくわく！
新しい驚きにわくわく！
ちょっと心の糸を解きほぐして、リラックスできる時間をお届け！

＜放送日時＞
＃４１１ 10/12（火）午後10：00～10：30
＃４１２ 10/26（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。



スターゴルフマッチⅢ

EVER GREEN CLUB
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

＜放送日時＞
＃５ 10/5（火）午後9：00～9：15 ＃６ 10/12（火）午後9：00～9：15
＃７ 10/19（火）午後9：00～9：15 ＃８ 10/26（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「EVERGREEN CLUB」。今回は太平洋クラブ八千代コースを舞台に、小斉平
優和プロと石坂友宏プロを迎え、MC・田中雄介とおなじみ阿部桃子とペアを組んで対戦！ツアープロらしいプレーで魅せると共に
、アフタープレーも含めたゴルフの楽しさを余すところなく紹介する。

＜放送日時＞
＃１ 10/5（火）午後9：30～10：00
＃２ 10/19（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。



葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

GOLF LINK
～ゴルフとビジネスをつなぐ新常識～
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＜放送日時＞
＃１３ 10/12（火）午後10：30～11：00
＃１４ 10/26（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。

【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

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＞
＃４２ 10/5（火）午後10：00～10：30



藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会
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牧野裕のEnjoy Golf

＜放送日時＞
10/5（火）午後11：00～11：30        10/12（火）午後11：00～11：30 
10/19（火）午後11：00～11：30 10/26（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＞
＃５１ 10/5（火）午後11：30～11：45 ＃５２ 10/12（火）午後11：30～11：45
＃５３ 10/19（火）午後11：30～11：45 ＃５４ 10/26（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。

【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】



ゴルフ★パラダイス

橋本マナミのLeader`s GOLF

19

＜放送日時＞
＃１５１ 10/5（火）深夜0：00～0：30 ＃１５２ 10/12（火）深夜0：00～0：30
＃１５３ 10/19（火）深夜0：00～0：30 ＃１５４ 10/26（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＞
＃８７ 10/6（水）午後11：00～11：30 ＃８８ 10/13（水）午後11：00～11：30
＃８９ 10/20（水）午後11：00～11：30 ＃９０ 10/27（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

【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

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

