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①記念すべき150回目はゴルフの聖地
セントアンドリュース オールドコースで開催

「全英オープンゴルフ選手権」

②国内女子ツアーの舞台は北海道へ
2大会をとことん1番ホール生中継

「ニッポンハムレディスゴルフクラシック」
「大東建託・いい部屋ネットレディス」



全英オープンゴルフ選手権

【大会概要】
■開催日：7/14（木）～7/17（日）
■場所：セントアンドリュース オールドコース（スコットランド）
■賞金総額：-ドル（優勝賞金：-ドル）
■2021年優勝：コリン・モリカワ（米国）

150回の記念大会はスコットランドにある世界最古のゴルフコース、セントアンドリュース オールドコースで開催される。日本
人選手は松山英樹、金谷拓実、桂川有人、中島啓太(a)が出場資格を持っている。“ゴルフの聖地”と呼ばれるセントア
ンドリュースは1552年に創設。“あるがまま”を理念としており、人の手を加えない自然の状態を残したリンクスコースだ。アン
ジュレーションに富んだフェアウェイや100ヤードものパットが必要な巨大グリーン、110個を越えるポッドバンカーなど普段見る
ゴルフとは違う自然との戦いが見どころ。

昨年はコリン・モリカワがメジャー２勝目あげた。最終日、首位と1打差の2位でスタートしたモリカワは、4バーディ、ボギーフリ
ーの66でプレー。通算15アンダーとして逆転で優勝を果たした。昨年の全米プロゴルフ選手権に続き、初出場で2つのメジ
ャータイトルを獲得という史上初の快挙を達成した。日本勢は木下稜介が決勝ラウンドに進出。通算2オーバー、59位で
初めてのメジャートーナメントを終えた。

全英オープンゴルフ選手権は男子メジャートーナメントの1つ。全英ゴルフ協会（R&A)が主催し、世界で最も古くで最も権
威のあるメジャートーナメント。 “The Open Championship”と呼ばれ、他の大会と区別する表現が何も含まれない。こ
れは第1回大会が開催された1860年当時、他に大会が存在しなかったためであり、歴史の深さを表している。優勝者には
「クラレット・ジャグ」と呼ばれる優勝トロフィーが贈られる。開催コースは海岸に立地する“リンクス”と呼ばれるコースに限るとい
う不文律があり、人の手を加えない「あるがままの自然の状態」を残したコースで行われる。アンジュレーションに富んだフェア
ウェイ、壁面をレンガで垂直に切り立たせたバンカー、腰の高さまで伸ばしたラフなどが特徴。また、寒くじめじめとした雨、強く
湿った海風など気候とも戦わなければいけない。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 7/14（木）午後2：30～翌午前4：00
２日目 7/15（金）午後2：30～翌午前4：00
３日目 7/16（土）午後6：00～翌午前4：00
最終日 7/17（日）午後5：00～深夜3：00 
（※最大延長 [1～3日目]午前5：00 [最終日]午前7：00まで）

【海外メジャー】



【大会概要】
■開催日：6/30（木）～7/3（日）
■場所： TPCディアラン（イリノイ州）
■賞金総額：710万ドル（優勝賞金：111.6万ドル）
■2021年優勝：ルーカス・グローバー（米国）

イリノイ州に本社を置く農業機械メーカー、ディア&カンパニー社がタイトルス
ポンサーを務める大会。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。2013年には当時19歳のジョーダン・スピースが史上初めて
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。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 7/1（金）午前4：00～7：00
２日目 7/2（土）午前4：00～7：00
３日目 7/2（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 7/3（日）深夜2：00～翌午前7：00
（※最大延長 [3日目]午前8：00 [最終日]午前11：30まで）

【PGAツアー】
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ジョンディアクラシック



【大会概要】
■開催日：7/7（木）～7/10（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：370万ドル（優勝賞金：63万ドル）
■2021年優勝：シェイマス・パワー（アイルランド）

ジェネシススコティッシュ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。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。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 7/8（金）午前5：00～8：00
２日目 7/9（土）午前5：00～8：00
３日目 7/10（日）午前5：00～7：30
最終日 7/11（月）午前4：00～7：00
（※最大延長 [最終日]午前11：00まで）

【PGAツアー】

バラクーダチャンピオンシップ

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 7/19（火）午後1：30～4：30
２日目 7/20（水）午後1：30～4：30 
３日目 7/20（水）午後5：00～8：00
最終日 7/20（水）午後8：00～11：00
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バーバソルチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：7/14（木）～7/17（日）
■場所： タホマウントクラブ（カリフォルニア州）
■賞金総額：370万ドル（優勝賞金：63万ドル）
■2021年優勝：エリック・バンルーイェン（南アフリカ）

全英オープンと同週に行われる。ツアーで唯一ステーブルフォード方式で行
われる。バーディでプラス2pt、ボギーでマイナス1ptなど、スコアによって異な
るポイントを積み上げて争う。舞台はカリフォルニア州のタホマウンテンクラブ
。2019年大会ではツアールーキーのコリン・モリカワがプロ6戦目で初優勝
を飾り、その後の全米プロ優勝へと羽ばたいていった。



【大会概要】
■開催日：7/21（木）～7/24（日）
■場所： TPCツインシティーズ（ミネソタ州）
■賞金総額：750万ドル（優勝賞金：118.8万ドル）
■2021年優勝：キャメロン・チャンプ（米国）

ミネソタ州ツインシティで行われる大会。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。例年グリーンこそソフトだが、3ホールを除いてウォーターハザード
が絡むレイアウトとなっている。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。

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・当日夜再放送あり
１日目 7/21（木）深夜3：00～翌午前7：00
２日目 7/22（金）深夜3：00～翌午前7：00
３日目 7/23（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 7/24（日）深夜2：00～翌午前7：00
（※最大延長 [最終日]午前11：30まで）

【PGAツアー】

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 7/29（金）午前4：00～7：00
２日目 7/30（土）午前4：00～7：00
３日目 7/30（土）深夜2：00～翌午前7：00
最終日 7/31（日）深夜2：00～翌午前7：00
（※最大延長 [3日目]午前8：00 [最終日]午前10:30）
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3Mオープン

【大会概要】
■開催日：7/28（木）～7/31（日）
■場所： デトロイトゴルフクラブ（ミシガン州）
■賞金総額：840万ドル（優勝賞金：135万ドル）
■2021年優勝：キャム・デービス（オーストラリア）

今回で4回目を迎える大会。舞台は1899年開場のデトロイトゴルフクラブ
。ドナルド・ロス設計によるツアーで最も平坦なコースだ。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。大会は地元デトロイトのイ
ンターネット接続環境改善のためのチャリティ活動に注力しており、14Hか
ら16Hの3ホールを「エリア313」と名付けて、その活動の中心に位置づけて
いる。



PGAツアーハイライト～今日の松山英樹～

【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。



【国内ツアー】

ニッポンハムレディスゴルフクラシック

©Getty Images 【大会概要】
■開催日：7/7（木）～7/10（日）
■コース：桂ゴルフ倶楽部（北海道）
■賞金総額：1億円（優勝賞金：1800万円）
■2021年優勝：堀琴音

北海道、桂ゴルフ倶楽部で行われる大会をとことん1番ホール生中継で
お届け。1Hはやや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、2打目はグリーン両側のバンカーを避けたいところ。どのような攻
め方でスタートホールを乗り切っていくか。昨年は堀琴音が2014年のプロ
テストで合格してから6年344日、165試合目でようやくツアー初優勝の
栄冠を手にした。勝負は通算14アンダーで並んだ若林舞衣子とのサドン
デスのプレーオフへ。難易度ナンバーワンの18Hを使用した決戦は3ホー
ル目、堀がパーをセーブし、悲願のツアー初優勝を決めた。この優勝で史
上2組目の姉妹レギュラーツアー制覇達成となった。

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 7/9（土）午前8：45～午後1：00
最終日 7/10（日）午前7：30～10：00
（※最大延長 [最終日]午前10：30まで）

大東建託・いい部屋ネットレディス

≪とことん1番ホール生中継≫
３日目 7/23（土）午前8：00～午後1：00
最終日 7/24（日）午前7：00～9：30
（※最大延長 [最終日]午前10：00まで）

2017年から世界基準の4日間競技となった大東建託・いい部屋ネットレ
ディス。賞金総額1億2000万円、優勝賞金2160万円と国内ツアーを
代表するビッグトーナメント。舞台となるのは、北の大地・北海道札幌市の
滝のカントリークラブ。今年も錚々たる面々が顔を揃える。1Hは、左右は
OBとなるがティーイングエリアからグリーンまで比較的真っ直ぐなパー4。

【大会概要】
■開催日：7/21（木）～7/24（日）
■コース：滝のカントリークラブ（北海道）
■賞金総額：1億2000万円
■2021年優勝：申ジエ（韓国）
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JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP
by サトウ食品

北陸オープンゴルフトーナメント

【国内ツアー】

【大会概要】
■開催日：7/15（金）～7/16（土）
■コース：呉羽カントリークラブ（富山県）
■賞金総額：1,500万円
■2021年優勝：高山忠洋

富山県、呉羽カントリークラブで行われる北陸オープンゴルフトーナメントの模様をダイジェストでお届け。呉羽カントリークラブ
は「コースがプロを育てる」という考えのもと、日本プロゴルフ協会がコースセッティングの指導に乗り出し、参加したプロ、アマ
選手から称賛の声が挙がるハイグレードなコースに仕上げられている。近年は、石川遼、片山晋呉など人気プロが参戦した
ことで、いちだんと盛り上がりを見せており、北陸で行われるプロ・アマゴルフトーナメントとして定着している。

≪ダイジェスト放送≫
予選ラウンド：7/24（日）午後8：00～10：00
決勝ラウンド：7/24（日）午後11：00～深夜1：00

【大会概要】
■開催日：6/23（木）～6/26（日）
■コース：西那須野カントリー倶楽部（栃木県）
■賞金総額：5000万円
■2021年優勝：片岡尚之

2回目を迎えるジャパンゴルフツアー選手会主催の「JAPAN PLAYERS 
CHAMPIONSHIP」は、新型コロナウイルスの影響で大会数が減少する
中で、史上初の選手会主催の大会として行われた。昨年はプロ4戦目の
片岡尚之が初優勝。最終日、首位と4打差の9位でスタートした片岡は、
6バーディ、2ボギーの68でプレー。首位でスタートした宮本勝昌、時松隆
光、石川遼など名だたる強豪を抑えて23歳のツアールーキーが戴冠。優
勝賞金1000万円と2年間のシード権、サトウのごはん10年分を獲得した
。

≪ダイジェスト放送≫
最終日 7/2（土）午後0：00～3：00



今年もコロナの影響で取材体制などの規制が予想される中、番組独自の
「ぎゅっとカメラ」で撮影し、男女国内ツアーのハイライト、さらには注目選手
のプレーなどを振り返る。優勝セッティングWITB（ワッツ・イン・ザ・バッグ）
の紹介など詳しい大会結果速報を毎週お届けする。

ぎゅっと週刊国内ツアー

【国内ツアー】

＜放送日時＞
＃２２３ 7/4（月）午後11：00～11：15
＃２２４ 7/11（月）午後11：00～11：15
＃２２５ 7/18（月・祝）午後11：00～11：15 
＃２２６ 7/25（月）午後11：00～11：15 



2022年度(第63回)日本女子アマチュアゴルフ選手権競技

2022年度(第106回)日本アマチュアゴルフ選手権競技

【国内トーナメント】

＜放送日時＞
7/2（土）午前10：00～11：30 

＜放送日時＞
7/18（月・祝）午前10：00～11：30 

４日間（予選:2日間、決勝:2日間）のストロークプレーで行われる本
競技の最終日の優勝争いの模様を中心に90分のダイジェストでお伝えす
る。

今年は､岐阜県の「岐阜関カントリー倶楽部・東コース｣を舞台に熱い戦い
が繰り広げられる｡今年も、ナショナルチーム・メンバーや日本アマチュアラン
キング上位者の若い選手たちに注目が集まる。4日間に渡る戦いを制する
真の実力者は一体誰なのか・・。

４日間（予選:2日間、決勝:2日間）のストロークプレーで行われる本
競技の最終日の優勝争いの模様を中心に90分のダイジェストでお伝えす
る。

今年は、名匠・上田治設計の広島を代表する名門コースである「広島カ
ンツリー倶楽部八本松コース」を舞台に行われる。毎年、出場選手の年
齢層が下がってきている中でやはり注目はナショナルチーム・メンバーを筆頭
に日本アマチュアランキング上位選手である大学生が軸となりそうだ。

【大会概要】
■開催日：6/14（火）～6/17（金）
■コース：岐阜関カントリー倶楽部（岐阜県）
■2021年優勝：尾関彩美悠

【大会概要】
■開催日：6/28（火）～7/1（金）
■コース：広島カンツリー倶楽部 八本松コース（広島県）
■2021年優勝：中島啓太

©JGA



全英シニアオープンゴルフ選手権
presented by ロレックス

ブリヂストンシニアプレーヤーズチャンピオンシップ

【大会概要】
■開催日：7/7（木)～7/10（日）
■場所：ファイヤーストーンカントリークラブ（オハイオ州)
■賞金総額：300万ドル（優勝賞金：45万ドル）
■2021年優勝：スティーブ・ストリッカー（米国）

PGAツアー、ブリヂストンインビテーショナルが行われていたオハイオ州ファイ
ヤーストーンカントリークラブで開催去れるシニアメジャートーナメント。注目
は16Hパー5の通称「モンスター」。ツアー最長の667ヤードを誇り、1960
年全米プロでダブルボギーを叩いたアーノルド・パーマーが命名したこのホー
ルを、シニアの熟練した技術でどう攻めるのかに期待がかかる。優勝者には
翌年のプレーヤーズチャンピオンシップへの出場権が与えられる。

＜放送日時＞ ※全ラウンド中継
１日目 7/13（水）午後7：00～8：30
２日目 7/13（水）午後8：30～10：00
３日目 7/14（木）午前10：30～午後0：00
最終日 7/14（木）午後0：00～1：30

【PGAツアー】

＜放送日時＞ ※予選ラウンド生中継
１日目前半 7/21（木）午後8：00～10：30
１日目後半 7/21（木）深夜0：30～3：00
２日目前半 7/22（金）午後8：00～10：30
２日目後半 7/22（金）深夜0：30～3：00
３日目 7/24（日）午前10：00～午後1：00
最終日 7/25（月）午後5：00～8：00
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【大会概要】
■開催日：7/21（木）～7/24（日）
■場所：グレンイーグルスホテル キングスコース（スコットランド）
■賞金総額：250万ドル（優勝賞金：39.28万ドル）
■2021年優勝：スティーブン・ドッド（英国）

シニアメジャー最終戦。舞台はスコットランド、グレンイーグルスホテル キング
スコース。1919年開場のキングスコースは自然の地形を生かした設計。内
陸のコースだが海沿いのリンクスコースと同じぐらい強風に見舞われることが
ある。別コースのPGAセンテナリーコースでは2014年ライダーカップが開催
された。



＜放送日時＞
堀川未来夢
#２ 7/19（火）午後10：00～10：30

出演するのはプロゴルファー1名と帯同キャディ。ポイントは、2つのボールで9ホールをラウンドし、各ショットで悪い方のボールが
採用される“ワーストボール”形式。トッププロがワーストボール形式で9ホールラウンドすると一体、いくつのスコアでまわるのか
！？

6月7月は堀川未来夢が登場。「肉とサウナをこよなく愛しているプロゴルファー」というキャッチフレーズで自身のYouTubeチ
ャンネルは登録者数20万人超え。4歳からゴルフを始めたが、中学時代はソフトテニス部に所属し市の大会で優勝した経
験もある。高校からゴルフを再開し名門・日本大学に進んで腕を磨き2014年にプロ転向。卒業後も大学の寮に残り、ツア
ー転戦とコーチとしての後輩学生の指導を両立していた。2015年にツアー外競技のマッチプレーで石川遼を破って注目され
ると、同年初シードを獲得。19年、日本ゴルフツアー選手権を制しツアー初優勝をメジャーで飾った。21年にはカシオワール
ドオープンで完全優勝によるツアー通算2勝目。

【オリジナル番組】
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銀座ゴルフ倶楽部 presented by テーラーメイド

ギア猿

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。

7月はタレントの野々村真が登場。ラウンドパートナーは奥様、
俊恵さん。恐妻家のイメージの強い野々村家の夫婦ゴルフは波
乱の連続。開場当時からのメンバーコース「都ゴルフ倶楽部」を
舞台に、野々村夫妻が奇跡のプレーをみせる。さらに、スタジオ
では世界ふしぎ発見コンペのエピソードや、長年、芸能界で活
躍しつづける野々村真らしいトークが満載。お楽しみに。

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
MCヒロミ×野々村真
7/23（土）午後11：00～深夜0：00 

＜放送日時＞
～トラブルショットをサルベージ（3）～一見セーフだけど、実は厄介なライ特集
7/1（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。

7月のギア猿は、3人がコースに出てトラブル解決法をサルベージ！
フェアウェイのディボットや、芝の薄いグリーン周りなど、一見セーフだ
けど、ミスにつながりやすいライ、シュチュエーションでの対処法やギア
選びのポイントを特集するぞ。



ひとりゴルフ

稲村亜美・アンタッチャブル柴田の「ゴルフスイッチ！」

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
宮瀬博文
7/13（水）午後10：00～11：00

＜放送日時＞
＃７６ 7/4（月）午後11：30～深夜0：30

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。

7月は宮瀬博文が千葉県・上総モナークカントリークラブをプレー
する。宮瀬は7歳から父の影響でゴルフを始め、中学卒業後に
鹿野山ゴルフ倶楽部の研修生となり、18歳でプロデビューを果た
した。1992年、21歳で当時史上最年少での賞金シードを獲得
。1997年札幌とうきゅうオープンでツアー初優勝。2004年から
PGAツアーに参戦。2007年中日クラウンズで谷口徹とのプレー
オフを制して復活優勝を果たした。

“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 樋村隆二メソッド

STEALTH CUP カーボンウッド初代王者決定戦

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１ 7/6（水）午後11：30～11：45
＃２ 7/13（水）午後11：30～11：45 
＃３ 7/20（水）午後11：30～11：45 
＃４ 7/27（水）午後11：30～11：45 

今回は樋村隆二のメソッドを紹介する。
シーズン4を迎えるプレメンレッスン！。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、コースで役に立つ実践的なレッスン
を中心にお届けする。今回のコーチ、樋村隆二はプロゴルファー、石
井忍が主宰するエースゴルフクラブ（千葉校）のチーフインストラク
ターを務める。そんな彼のメソッドとは…。

＜放送日時＞
7/16（土）午後5：00～5：30

2022年、テーラーメイドが新たなイベントとして全国3会場で開催
するダブルス戦 「STEALTH CUP」 の模様をダイジェストでお送り
する。新製品・STEALTHを使用して真剣に、楽しくプレーする姿だ
けでなく、STEALTHの使用感など出場者の声もお届け。



2022トヨタジュニアゴルフワールドカップ

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
7/24（日）午後4：00～5：30

1992年より開催され、伝統と格式あるジュニア世界大会として位置づけられるトヨタジュニアゴルフワールドカップ。
各国のジュニアゴルファーが、母国の名誉をかけて競い合うことに加え、志を同じくする選手同士が国を超えて交流することの
支援を目的として、開催されている。メジャートーナメントチャンピオンでありリオ五輪金メダリストであるジャスティン・ローズや世
界のトッププレイヤーに定着したジョン・ラーム、そして日本人男子初の4大メジャー制覇を成し遂げた松山英樹など、トヨタジ
ュニアゴルフワールドカップで戦った若手OBが数多く世界で活躍している。



TEAM SERIZAWA

【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＞
＃４２９ 7/12（火）午後10：00～10：30
＃４３０ 7/26（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。

7月は、芹澤信雄が”元祖ミスターラグビー”松尾雄治と俳優の田
中健と対戦する！



生田衣梨奈のVSゴルフ４

スターゴルフマッチⅢ

「モーニング娘。’22」として活動する生田衣梨奈のゴルフ番組
！
自身のプロフィールにも「特技：ゴルフ／趣味：ドライバーで飛
ばすこと！！」とするほどのゴルフ好きである生田がゴルフ芸能人
レジェンド石田純一と対決！しかしながら、さすがの生田もレジェ
ンド石田とのガチンコ勝負では太刀打ちができない。そこで生田
にはハンデとして強制的に石田に代わって“ゴルフ最近始めまし
たタレント”に代打させる“お邪魔カード”を使用。お邪魔達のプ
レーが2人の勝敗を大きく左右するが、勝負の行方は果たして
！？生田の思い切りのいいスイングにも注目だ。

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃５ 7/19（火）午後9：00～9：30

＜放送日時＞
＃２０ 7/5（火）午後9：30～10：00
＃２１ 7/19（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

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！！

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃５１ 7/5（火）午後10：00～10：30

＜放送日時＞
＃３１ 7/12（火）午後10：30～11：00
＃３２ 7/26（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。



牧野裕のEnjoy Golf

藤田光里のゴルフ偏差値向上委員会

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。

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
7/5（火）午後11：00～11：30 7/12（火）午後11：00～11：30 
7/19（火）午後11：00～11：30 7/26（火）午後11：00～11：30

＜放送日時＞
＃８７ 7/5（火）午後11：30～11：45 ＃８８ 7/12（火）午後11：30～11：45
＃８９ 7/19（火）午後11：30～11：45 ＃９０ 7/26（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。



Turf＆Trip Season4
～今こそゴルフ旅！大人女子が会いに行く～

橋本マナミのLeader`s GOLF

オトナの女性にオススメ、広島県三原市、竹原市を舞台に今注
目の「ゴルフツーリズム」の魅力を紹介する。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、ゴルフ
ァーでありトップインフルエンサーとして活躍する井上莉花に加え
、今回は“容姿端麗・実力も折り紙付き”越雲みなみが新たに
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。ゴルフのあとは、周辺のおススメスポットをご
案内。三原市のリゾートコテージや竹原市のゴルフ場内に新た
に建設された宿泊施設も訪れる。ゴルフと旅の幸せなコラボをお
楽しみください。

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃５ 7/5（火）午後11：45～深夜0：00 ＃６ 7/12（火）午後11：45～深夜0：00 
＃７ 7/19（火）午後11：45～深夜0：00 ＃８ 7/26（火）午後11：45～深夜0：00

＜放送日時＞
＃１８６ 7/5（火）深夜0：00～0：30 ＃１８７ 7/12（火）深夜0：00～0：30
＃１８８ 7/19（火）深夜0：00～0：30 ＃１８９ 7/26（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！？



ゴルフ★パラダイス

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。

【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃１２３ 7/6（水）午後11：00～11：30 ＃１２４ 7/13（水）午後11：00～11：30
＃１２５ 7/20（水）午後11：00～11：30 ＃１２６ 7/27（水）午後11：00～11：30

※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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