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ゴルフネットワーク
２０２２年２月見どころ

今月の注目ラインアップ

①松山英樹がビッグトーナメントで3度目の優勝に挑む！
タイガー・ウッズホストの大会も

「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」

Ｐｒｏｇｒａｍ Ｌｉｎｅ-ｕｐ
ジュピターゴルフネットワーク株式会社

2022年1月20日

②2021年の最終戦で悲願のツアー初優勝を飾った
三ヶ島かなのオフに潜入！

「三ヶ島かな 25歳の現在地」



ウェイストマネジメントフェニックスオープン
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【大会概要】
■開催日：2/10（木）～2/13（日）
■場所：TPCスコッツデール（アリゾナ州）
■賞金総額：820万ドル（優勝賞金：131.4万ドル）
■2021年優勝：ブルックス・ケプカ（米国）

例年70万人を超えるギャラリーを集めるPGAツアー屈指のビッグトーナメント。松山英樹が2016年、2017年と大会連覇
を果たしている相性の良い大会で3度目の戴冠に期待したい。名物はホールの全周をギャラリースタンドが囲むTPCスコッツ
デール16番ホール。スタンドに邪魔をされてティーイングエリアからは上空の風を感じることはできない。グリーンは中央が高く
なっており、攻めすぎると奥に下ってしまう。安全策をとると、ピンから逃げたとギャラリーから大ブーイングが飛んでくる。昨年は
新型コロナウイルスの影響で1日5000人の来場制限の中で行われた。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。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 2/11（金・祝）午前5：00～9：00 
２日目 2/12（土）午前5：00～9：00
３日目 2/12（土）深夜3：00～翌午前8：45
最終日 2/13（日）深夜3：00～翌午前8：15
（※最大延長 [３日目]午前9：30まで [最終日]午前11：00まで）
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【PGAツアー】



ザ・ジェネシスインビテーショナル
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【大会概要】
■開催日：2/17（木）～2/20（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：1200万ドル（優勝賞金：167.4万ドル）
■2021年優勝：マックス・ホーマ（米国）

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・ウッズがホストを務める大会。招待大会と
して120名までに絞られた出場選手たちが賞金総額10億円を争う。優勝者には3年のシード権が与えられる。松山英樹は
昨年予選落ちも、これまでトップ10入りが3回。好成績を期待したい。“世界屈指のパー4”と呼ばれる10番ホールなど難解
なホールが続くリビエラカントリーをショットメーカーがどう攻略するかに注目だ。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 2/18（金）午前6：00～10：00 
２日目 2/19（土）午前6：00～10：00
３日目 2/19（土）深夜3：00～翌午前9：15
最終日 2/20（日）深夜3：00～翌午前8：45
（※最大延長 [３日目]午前10：00まで [最終日]午前11：30まで）
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【PGAツアー】



AT&Tペブルビーチプロアマ
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【大会概要】
■開催日：2/3（木）～2/6（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：870万ドル（優勝賞金：140.4万ドル）
■2021年優勝：ダニエル・バーガー（米国）

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。
今年はウェイストマネジメントフェニックスオープンと日程を入れ替え、2月第
1週の開催となった。世界で最も美しいコースとも称されるペブルビーチGL
は、モントレー半島の海岸に沿うように設計され、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。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 2/4（金）午前5：00～8：00 
２日目 2/5（土）午前5：00～8：00
３日目 2/5（土）深夜3：00～翌午前9：15
最終日 2/6（日）深夜3：00～翌午前8：45
（※最大延長 [３日目]午前10：00まで [最終日]午前11：30まで）

【PGAツアー】

ザ・ホンダクラシック

【大会概要】
■開催日：2/24（木）～2/27（日）
■場所：PGAナショナル（フロリダ州）
■賞金総額：800万ドル（優勝賞金：126万ドル）
■2021年優勝：マット・ジョーンズ（米国）

1982年の開催以来、同一スポンサーの大会としては最長の40年目を迎
える今大会。2007年から使用されているPGAナショナル・チャンピオンコー
スの特徴は、15番ホールから17番ホールまでの「ベアトラップ」と呼ばれる
難関ホール。3ホール共に池が絡み、強風が吹き荒れる。ジャック・ニクラス
による再改修が行われ、さらに難度が高くなった。過去優勝者の傾向から
ロースコア決着が多く、いかに我慢のゴルフができるかが勝負の鍵となる。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日再放送あり
１日目 2/25（金）午前4：00～8：00
２日目 2/26（土）午前4：00～8：00 
３日目 2/26（土）深夜3：00～翌午前8：15 
最終日 2/27（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9：00まで）
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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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チャブクラシック

【PGAツアーチャンピオンズ】

フロリダ州のティブロンゴルフクラブで行われる。「ホワイトシャーク」と呼ばれたグレッグ・ノーマンの設計で全長7382ヤードのパー72
のコース。“ティブロン”はスペイン語でサメを意味する。

【大会概要】
■開催日：2/18(金）～2/20（日）
■場所：ティブロンゴルフクラブ（フロリダ州）
■賞金総額：160万ドル（優勝賞金：24万ドル）
■2021年優勝：スティーブ・ストリッカー（米国）

＜放送日時＞
１日目 2/22（火）午後6：30～8：30
２日目 2/24（木）午後7：00～9：00
最終日 2/24（木）午後9：00～11：00 

©Getty Images
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＜放送日時＞
～chapter１～
2/23（水・祝）午後10:30～11:00

つかの間のオフを迎えた女子ツアー、シーズンオフの期間はわずかに3か月。しかしオフとは名ばかりでこのわずか3か月の間も多忙
を極めるのが女子プロゴルファー。ロングシーズンを戦った身体と精神のリフレッシュに努める一方、スポンサーへのあいさつまわりそし
て新シーズンへ向けた肉体改造からクラブフィッティング、課題の修正などにも取り組んでいる。2021年の最終戦で悲願のツアー
初優勝を飾り、更なる飛躍を誓う三ヶ島かなのオフに潜入！来季に向けた練習風景、長いシーズンを戦い抜く肉体作りのトレー
ニング、そして束の間のオフに見せる意外な素顔にも密着。女子ゴルフファンが知らない人気プロのオフの秘密にカメラが迫る。

三ヶ島かな 25歳の現在地

【オリジナル番組】

©Getty Images



銀座ゴルフ倶楽部
presented by テーラーメイド

＜放送日時＞
MCヒロミ×ゲストRIKACO
2/20（日）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。

ゲストは、タレントのRIKACO。同じ事務所の後輩、劇団EXILEの
小澤雄太とのプライベートラウンドに潜入。亡き父とのゴルフ場での思
い出や、ヒロミとの若かりし日の事件など、RIKACOらしい自由なラウ
ンドとトークでスタジオは大いに盛り上がる。お楽しみに。
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【オリジナル番組】

国内女子ツアー関連番組一挙放送

＜放送日時＞
◆2021年大会
Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント 最終日 2/23（水・祝）午前10：00～11：30
CAT Ladies 最終日 2/23（水・祝）午前11：30～午後1：00
宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 最終日 2/23（水・祝）午後1：00～2：30
第52回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 最終日 2/23（水・祝）午後2：30～3：45
富士通レディース 最終日 2/23（水・祝）午後6：00～7：30
伊藤園レディスゴルフトーナメント 最終日 2/23（水・祝）午後7：30～9：00
樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 最終日 2/23（水・祝）午後9：00～10：30

◆オリジナル番組
稲見萌寧 Stating Now 2/23（水・祝）午後4：00～5：00

2月23日の祝日は国内女子ツアー関連番組を一挙放送！昨シーズン行われた7大会の最終日をダイジェストでお届け。さらに
賞金女王に輝いた稲見萌寧の強さの秘密に迫る「稲見萌寧 Starting Now」も放送する。
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＜放送日時＞
国内女子ツアー2022開幕直前ダブルスマッチ
前半 2/2（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」。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。

2月3月は永井花奈と高橋彩華vs岩井明愛と岩井千怜のダブルス
マッチをお届け。

ゴルフ真剣勝負 the MATCH

【オリジナル番組】

ギア猿

＜放送日時＞
～第3回アッツイ人選手権～ひと山当てたい！本気のギアマニア大集合
2/4（金）午後11：00～深夜0：30

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。

2月のギア猿は、人気企画「アッツイ人選手権」を開催。ガチで一山
あてる事を目的に、熱すぎるギアマニアが集結！



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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元プロ野球選手の谷繁元信と斉藤和巳による9ホールマッチが
開幕！スポーツキャスターの秋山真凛とモデルの阿部桃子を迎
え、番組オリジナルのスクランブル方式によるマッチプレーで対決
。元プロ野球選手ならではのパワフルなショットと繊細なプレー、
そして競技ゴルフ経験者である女性たちもチームに貢献。アスリ
ートたちの真剣勝負の模様をお届け。

＜放送日時＞
＃２ 2/6（日）午後1：00～1：30

レジェンドアスリート・ゴルフマッチ！
presented by ゴルフパートナー

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃７０ 2/7（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。
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【オリジナル番組】

あすゴル！ゴルフ部

＜放送日時＞
＃２０２ 2/6（日）午後10：00～10：15
＃２０３ 2/13（日）午後10：00～10：15
＃２０４ 2/20（日）午後10：00～10：15 
＃２０５ 2/27（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。

ゴルフサバイバル

＜放送日時＞
＃１ 2/1（火）午後7：00～8：00 ＃２ 2/2（水）午後7：00～8：00 
＃３ 2/3（木）午後7：00～8：00 ＃４ 2/4（金）午後7：00～8：00
＃５ 2/15（火）午後7：00～8：00 ＃６ 2/16（水）午後7：00～8：00 
＃７ 2/17（木）午後7：00～8：00 ＃８ 2/18（金）午後7：00～8：00

若手美女ゴルファーたちよ、生き残れ！賞金100万円を懸け、ア
メリカで大人気の「シュートアウト（脱落）方式」で対決！
華麗で過酷な女子プロゴルフ界をサバイブせよ！スマイル・クイー
ン、セクシー・クイーンに続くのは“サバイバル・クイーン”だ！

＃1～4出演女子プロ
井上りこ、大津くるみ、小貫麗、木下彩、常文恵、鈴木愛沙美
高橋清、西木裕紀子、松原果音、山口史恩
＃5～8出演女子プロ
安藤京佳、小楠梨紗、長田若菜、倉田珠里亜、高島早百合
田邉美莉、本多弥麗、森美穂、大和笑莉奈、吉野茜



debut!
TENSEIブランドに新たなモデルが登場！？
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
2/15（火）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から新たにリリー
スされる「TENSEI Pro Orange 1Kシリーズ」を紹介。海外メジャーチャンピオンをはじめとする多くのトッププレイヤーに支持さ
れている三菱ケミカルのTENSEIシリーズに、「さらなる飛び」と「さらなる精度」を追い求めた最新モデルが追加ラインナップ。イン
パクト時のバラつきを抑え、圧倒的な方向安定性と低スピンの強弾道でさらなる高みへと導いてくれる注目の1本が遂にベール
を脱ぐ！



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＞
＃４１９ 2/8（火）午後10：00～10：30
＃４２０ 2/22（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。

2月はプロ野球のレジェンド、古田敦也と11月に大王製紙エリエー
ルレディースでツアー4勝目を飾った原英莉花が登場！



ライジングレディースゴルフTV 【MATCH10】
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

＜放送日時＞
＃１ 2/1（火）午後8：30～9：30
＃２ 2/8（火）午後8：30～9：30
＃３ 2/15（火）午後8：30～9：30
＃４ 2/22（火）午後8：30～9：30

ライジングレディース心斎橋ゴルフスタジオが応援する、プロテスト合格を目指す女性ゴルファーによる真剣勝負のゴルフマッチ！
今回は兵庫県の難関コース、ザ・サイプレスゴルフクラブを舞台に、1ホールごとに勝利すれば賞金ゲットのスキンズマッチ方式の
シングルスマッチを開催する。

スターゴルフマッチⅢ

＜放送日時＞
＃９ 2/1（火）午後9：30～10：00
＃１０ 2/15（火）午後9：30～10：00

芸能界・スポーツ界からや男女プロゴルファーをお招きしての真
剣ペアマッチ！番組独自の点数制で最後まで目が離せません。
ご存知のあの方も本当～にゴルフが大好きなんです！！



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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【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＞
＃４６ 2/1（火）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
＃２１ 2/8（火）午後10：30～11：00
＃２２ 2/22（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

牧野裕のEnjoy Golf
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

＜放送日時＞
2/1（火）午後11：00～11：30        2/8（火）午後11：00～11：30 
2/15（火）午後11：00～11：30 2/22（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。

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。

＜放送日時＞
＃６５ 2/1（火）午後11：30～11：45
＃６６ 2/8（火）午後11：30～11：45
＃６７ 2/15（火）午後11：30～11：45
＃６８ 2/22（火）午後11：30～11：45



橋本マナミのLeader`s GOLF
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【わくわく！火曜ゴルフプレミアム】

Turf＆Trip Season3
～今こそゴルフ旅！大人女子が会いに行く～

＜放送日時＞
＃９ 2/1（火）午後11：45～深夜0：00
＃１０ 2/8（火）午後11：45～深夜0：00

オトナの女性にオススメ、広島県竹原市、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
、レッスンプロそしてトップインフルエンサーとして活躍する高橋友希子、ゴルファー・井上莉花のおなじみの3人に加え、今回は“
黄金世代のニューフェイス”木下彩が新たに加わり、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し
ます。ゴルフのあとは、周辺のおススメスポットをご案内。酒どころでもある竹原の歴史ある酒蔵も訪れます。ゴルフと旅の幸せな
コラボをお楽しみください。

＜放送日時＞
＃１６５ 2/1（火）深夜0：00～0：30
＃１６６ 2/8（火）深夜0：00～0：30
＃１６７ 2/15（火）深夜0：00～0：30
＃１６８ 2/22（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！？



ゴルフ★パラダイス
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＜放送日時＞
＃１０３ 2/2（水）午後11：00～11：30
＃１０４ 2/9（水）午後11：00～11：30
＃１０５ 2/16（水）午後11：00～11：30
＃１０６ 2/23（水・祝）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？を紹介
する。

※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/

