2019.06
1 土

（3:30~）PGA ツアー
二

5

7
8

7:30 ★ 海外女子メジャー
二

9

全米女子オープン
ゴルフ選手権
2 日目

3 月

（1:30~）PGA ツアー
二

衛星生中継
ザ・メモリアルトーナメント
presented by ネーションワイド
3 日目

※最大延長 午前 8:00

7:00 インフォメーション

7:30 プレメンレッスン2！ 〜芹澤大介編〜 #1＆2
8:00 ★ 海外女子メジャー
二

全米女子オープン
ゴルフ選手権
3 日目

10
11
0
1
2
3

5
6
7

GOLF #185

1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 あすゴル！ゴルフ部 #61

1:00 ★みんなの PGA ツアー 6 月号

沖縄オープンゴルフトーナメント 2019
2:30 TEAM SERIZAWA 354
3:00 ★ debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
3:30 ★じっくり徹底解剖！
全米オープン
4:30 PGAツアーハイライト ▽4:45 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #1
5:00 PGA ツアー
二 ザ・メモリアルトーナメント
presented by
ネーションワイド
2 日目

2:00 PGA ツアー

1:30 ★ PGA シニアツアー 金秀シニア

8
9

9:00 海外女子メジャー
二

10

全米女子オープン
ゴルフ選手権
2 日目

1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #2
二

ザ・メモリアルトーナメント
presented by
ネーションワイド
3 日目

5:30 ★ 国内女子ツアー

リゾートトラストレディス
2 日目
7:00 海外女子メジャー
二 全米女子オープン
ゴルフ選手権
3 日目
10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #62 ▽10:15 PGAツアーハイライト
10:30 じっくり徹底解剖！

二

5

二

衛星生中継
全米オープン
ゴルフ選手権
最終日

2:00 海外男子メジャー
二

全米オープン
ゴルフ選手権
3 日目

5:00 2018 年度

5:00 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30

0:00 あすゴル！ゴルフ部 #64 ▽0:15 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #1
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー
1:00 アマの志し

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
8:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 プリンシパルチャリティー
クラシック
最終日
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #2
〜京葉カントリー倶楽部（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン 〜谷将貴編〜 #1＆2
0:30 プレ男レッスン 〜谷将貴編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 プレ男レッスン 〜武市悦宏編〜 #1＆2
2:00 プレ男レッスン 〜武市悦宏編〜 #3＆4
2:30 インフォメーション
3:00 プレ男レッスン 〜鈴木タケル編〜 #1＆2
3:30 TEAM SERIZAWA 354
4:00 インフォメーション
4:30 牧野裕の Enjoy Golf
5:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29
5:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #14
6:00 EASY GOLF #186
6:30 インフォメーション
7:00 プレ男レッスン 〜鈴木タケル編〜 #3＆4
7:30 国内女子ツアー
リゾートトラストレディス
最終日
9:00 PGA シニアツアー 金秀シニア
沖縄オープンゴルフトーナメント 2019
10:00 あすゴル！ゴルフ部 #62 ▽10:15 内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4 #6
10:30 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
11:00 プレ男レッスン 〜鈴木タケル編〜 #1＆2
11:30 ゴルフのたすき 2019 #1
0:00 アフターメジャー
〜 2019 全米プロを振り返る〜
1:00 じっくり徹底解剖！
全米オープン
2:00 インフォメーション
3:00 プレ男レッスン 〜武市悦宏編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン 〜武市悦宏編〜 #3＆4

21 金

4:00 PGA ツアー

2017-18
トラベラーズ
チャンピオンシップ
2 日目

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
10:00 アマの志し #4
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜
11:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #99
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン 〜南秀樹編〜 #1＆2
0:30 みんなの PGA ツアー 6 月号
1:00 インフォメーション
1:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #99
2:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #38
藤田寛之 vs 宮本勝昌
4:00 インフォメーション

4:30 あすゴル！ゴルフ部 #64 ▽4:45 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #2
5:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

#99

生中継

3:30 プレ男レッスン 〜吉田洋一郎編〜 #3＆4

3:30 プレ男レッスン 〜阿河徹編〜 #3＆4

5:30 PGA ツアー
二

2017-18
トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日 後半
優勝 : ババ・ワトソン

8:30 インフォメーション

9:00 プレ男レッスン 〜吉田洋一郎編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン 〜吉田洋一郎編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し

#6
〜成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン 〜鈴木タケル編〜 #1＆2
0:30 プレ男レッスン 〜鈴木タケル編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
クラシック 2 日目
3:00 インフォメーション
3:30 アマの志し #9
〜清川カントリークラブ（神奈川県）〜
4:30 インフォメーション
5:00 あすゴル！ゴルフ部 #64 ▽5:15 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #3
5:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #41
6:00 EASY GOLF #188
6:30 インフォメーション
7:00 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
8:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
8:30 アイデンティティ -identity-「TEAM JAPAN 世界の頂を目指して」
9:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 プリンシパルチャリティー
クラシック
2 日目
11:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #38
藤田寛之 vs 宮本勝昌

衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ
1 日目

7:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
7:30 2018 年度

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
8:30 インフォメーション
9:00 プレ男レッスン 〜阿河徹編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン 〜阿河徹編〜 #3＆4
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #7
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 The World of Taku Miyamoto
0:30 プレ男レッスン 〜塩川隆幸編〜 #1＆2
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
クラシック 最終日
3:00 インフォメーション
3:30 アマの志し #1
〜森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
4:30 インフォメーション
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 プレメンレッスン2！ 〜江連忠編〜 #1
5:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #36
6:00 牧野裕の Enjoy Golf
6:30 インフォメーション
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #64 ▽7:15 内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4 #7
7:30 debut！あ、これいいかも。中空アイアンHI-540FORGED
8:00 TEAM SERIZAWA〜帰ってきました団体戦、全員集合！〜
8:30 みんなの PGA ツアー 6 月号
9:00 PGA ツアー
二 トラベラーズ
チャンピオンシップ
1 日目

3:30 プレ男レッスン 〜 JUN 羽生編〜 #3＆4

マスターカード
9
ジャパン
チャンピオンシップ
10
1 日目
11:00 ★ギア猿〜コースでサルベージ！
11
ドライバーのお悩みを解決するぞ
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29
0
0:30 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 The World of Taku Miyamoto
1
1:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #35
2:00 インフォメーション
2
二

3:00 プレ男レッスン 〜谷将貴編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン 〜谷将貴編〜 #3＆4

3

22 土

4:00 PGA ツアー
二

衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ
2 日目

7:00 ギア猿〜コースでサルベージ！

ドライバーのお悩みを解決するぞ

8:00 住建ハウジング presents タケ小山 全米シニアへの挑戦
8:30 海外男子メジャー
二

全米オープン
ゴルフ選手権
1 日目

11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 あすゴル！ゴルフ部 #64
0:00 海外男子メジャー
二

全米オープン
ゴルフ選手権
2 日目

23 日

4

0:00 アマの志し

3:00 プレ男レッスン 〜鈴木タケル編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン 〜鈴木タケル編〜 #3＆4

二

6
7
8
9

0

衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ
3 日目

※最大延長 午前 8:00

7:00 インフォメーション

7:30 プレ男レッスン 〜谷将貴編〜 #1＆2
8:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
8:30 海外男子メジャー
二

10
11

24 月

（2:00~）PGA ツアー

5

全米オープン
ゴルフ選手権
3 日目

11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #12
0:00 海外男子メジャー
二

1

全米オープン
ゴルフ選手権
最終日

2
3:00 EASY

GOLF #188
3
3:30 TEAM SERIZAWA 355
4:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #14
4
4:30 ゴルフのたすき 2019 #1
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #4
5
5:30 杉ちゃんが行く！〜 2019 年 6 月号〜
6:00 アイデンティティ -identity-「TEAM JAPAN 世界の頂を目指して」
6
6:30 プレメンレッスン2！ 〜芹澤大介編〜 #3＆4
7:00 PGA ツアー チャンピオンズ
7
二 プリンシパルチャリティー
クラシック
8
最終日
9:00 PGA ツアー
9
二 トラベラーズ
チャンピオンシップ
10
2 日目
11

#14
〜石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
1:00 debut！あ、これいいかも。中空アイアンHI-540FORGED 1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #12
1:30 ゴルフのたすき 2019 #1
1:30 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
3:00 プレ男レッスン 〜 JUN 羽生編〜 #1＆2

8:30 PGA ツアー チャンピオンズ

8

0:00 アマの志し

#15
〜ロイヤルスターゴルフクラブ（千葉県）〜
1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4 #7
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ 3 日目

0
1
2
3

※最大延長 午前 10:45

▽10:15 プレ男レッスン 〜吉田洋一郎編〜 #1＆2
▽10:45 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #2
11:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29
11:30 PGA ツアー
二 RBC
カナディアン
オープン
1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 あすゴル！ゴルフ部 #62
3 日目
2:00 ★ debut！あ、これいいかも。中空アイアンHI-540FORGED
2:30 EASY GOLF #186
2:30 PGAツアーハイライト ▽2:45 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #3
3:00 国内女子ツアー
3:00 PGA シニアツアー 金秀シニア
PLAYBACK1 番ホール
沖縄オープンゴルフトーナメント 2019
4:00 ギア猿〜コースでサルベージ！
ヨネックスレディス
ゴルフトーナメント
ドライバーのお悩みを解決するぞ
5:00 国内女子ツアー
2 日目
PLAYBACK1 番ホール
▽6:15 PGA ツアーハイライト
ヨネックスレディス
6:30 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
ゴルフトーナメント
7:00 PGA ツアー
最終日
二 RBC
カナディアン
▽8:15 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #11
8:30 ★ TEAM SERIZAWA〜帰ってきました団体戦、全員集合！〜
オープン
9:00 じっくり徹底解剖！
2 日目
全米オープン
10:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #63 ▽10:15 PGAツアーハイライト
二 マスターカード
10:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 マスターカード
ジャパン
チャンピオンシップ
ジャパン
2 日目
チャンピオンシップ
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 The World of Taku Miyamoto
最終日
1:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29 1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 The World of Taku Miyamoto
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
1:30 アイデンティティ -identity-「TEAM JAPAN 世界の頂を目指して」
2:00 PGA ツアー
2:00
PGA ツアー
二 衛星生中継
二
衛星生中継
ＲＢＣカナディアンオープン
ＲＢＣカナディアンオープン
3 日目
最終日
▽10:15
★第 5 回 日本クラブチーム
ゴルフ選手権
11:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #38
藤田寛之 vs 宮本勝昌

3:00 アフターメジャー

〜 2019 全米オープンを振り返る〜

4:00 PGAツアーハイライト ▽4:15 内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4 #7
4:30 みんなの PGA ツアー
5:00 PGA ツアー
二

6 月号

トラベラーズ
チャンピオンシップ
3 日目

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日

※最大延長 午前 10:00

7:00 インフォメーション
7:30 アマの志し

#7
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
8:30 インフォメーション
9:00 プレ男レッスン 〜塩川隆幸編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン 〜塩川隆幸編〜 #3＆4
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #2
〜京葉カントリー倶楽部（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 プレメンレッスン 2！ 〜江連忠編〜 #1＆2
0:30 プレメンレッスン 2！ 〜江連忠編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 アマの志し #3
〜南総カントリークラブ（千葉県）〜
2:30 インフォメーション
3:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #14
3:30 PGAツアーハイライト ▽3:45 あすゴル！ゴルフ部 #65
4:00 インフォメーション
4:30 ギア猿〜コースでサルベージ！
ドライバーのお悩みを解決するぞ
5:30 インフォメーション
6:00 PGA ツアー
二 トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日

10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #65 ▽10:15 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #1
10:30 住建ハウジング presents タケ小山 全米シニアへの挑戦

11:00 ギア猿〜コースでサルベージ！ 11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー #100

ドライバーのお悩みを解決するぞ

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 プレメンレッスン2！ 〜江連忠編〜 #2
0:30 アマの志し

#10
〜フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）〜
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
トラベラーズ
チャンピオンシップ 最終日

11:30 アイデンティティ -identity-「TEAM JAPAN 世界の頂を目指して」
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #65
0:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #100

1:30 杉ちゃんが行く！〜 2019 年 6 月号〜
2:00 インフォメーション

二

5:00 プレ男レッスン 〜鶴見功樹編〜 #1＆2
5:30 イメージスイング 〜片岡大育・永野竜太郎・塚田陽亮・竹谷佳孝〜

6:00 PGA ツアー チャンピオンズ

マスターカード
ジャパン
チャンピオンシップ
2 日目
8:30 インフォメーション
9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #98
9:30 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
10:00 インフォメーション
10:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29
11:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #98
11:30 インフォメーション
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #63
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #98
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 RBC
カナディアン
オープン
最終日
二

4:30 インフォメーション

5:00 生田衣梨奈の VS ゴルフ #1
5:30 ぎゅっと週刊国内ツアー

#98

6:00 インフォメーション
6:30 海外男子メジャー
二

2008
全米オープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝 : タイガー・ウッズ

9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #36

10:00 ★ TEAM
11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー #98
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 あすゴル！ゴルフ部 #63
0:00 アマの志し

#12
〜キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）〜
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #98
1:30 プレメンレッスン2！ 〜堀尾研仁編〜 #1＆2
2:00 インフォメーション
3:00 プレ男レッスン 〜鶴見功樹編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン 〜鶴見功樹編〜 #3＆4

25 火

SERIZAWA 355
10:30 ★ EASY GOLF #187
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 あすゴル！ゴルフ部 #63 ▽11:45 PGAツアーハイライト
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #40
0:30 ★ 海外男子メジャー
全米オープンゴルフ選手権
練習ラウンド生中継
前半 ※最大延長 深夜 3:00
2:30 プレ男レッスン 〜高田順史編〜 #1＆2
3:00 ★ 海外男子メジャー 全米オープン
ゴルフ選手権 練習ラウンド生中継 後半

26 水

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

5:00 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

5:00 イメージスイング 〜武藤俊憲・矢野東・深堀圭一郎・重永亜斗夢〜

12 水

（3:00~）★ 海外男子メジャー 全米オープンゴルフ選手権

練習ラウンド生中継 後半

※最大延長 午前 5:30

5:00 プレ男レッスン 〜鶴見功樹編〜 #3＆4
5:30 イメージスイング 〜宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛〜

13 木

4:00 インフォメーション

二

5:00 イメージスイング 〜塩見好輝・時松隆光・田村尚之・小林伸太郎〜

#4
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜
二 マスターカード
6:30 海外男子メジャー
ジャパン
全米オープン
チャンピオンシップ
ゴルフ選手権
最終日
練習ラウンド 前半
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
9:00 海外男子メジャー
9:00 海外男子メジャー
全米オープン
全米オープン
ゴルフ選手権
ゴルフ選手権
練習ラウンド 前半
練習ラウンド 後半
11:00 インフォメーション
11:00 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
11:30 海外男子メジャー
11:30 インフォメーション
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29
全米オープン
0:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #40
ゴルフ選手権
1:00 インフォメーション
練習ラウンド 後半
1:30 インフォメーション
1:30 EASY GOLF #187
2:00 ギア猿〜コースでサルベージ！ 2:00 あすゴル！ゴルフ部 #63 ▽2:15 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #11
ドライバーのお悩みを解決するぞ 2:30 インフォメーション
3:00 インフォメーション
3:00 ゴルフ真剣勝負
3:30 海外男子メジャー 2017
the MATCH #38
二 全米オープン
藤田寛之 vs 宮本勝昌
ゴルフ選手権
5:00 インフォメーション
最終日
優勝 : ブルックス・ケプカ 5:30 海外男子メジャー 2018
二 全米オープン
6:30 インフォメーション
ゴルフ選手権
7:00 プレ男レッスン 〜鶴見功樹編〜 #1＆2
最終日
7:30 ゴルフのたすき 2019 #1
優勝 : ブルックス・ケプカ
8:00 じっくり徹底解剖！
8:30 海外男子メジャー
全米オープン
9:00 ★ 住建ハウジング presents タケ小山 全米シニアへの挑戦
全米オープン
9:30 アイデンティティ -identity-「TEAM JAPAN 世界の頂を目指して」
ゴルフ選手権
10:00 アフターメジャー
練習ラウンド 前半
〜 2019 全米プロを振り返る〜 10:30 海外男子メジャー
11:00 ★ 内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4 #7 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #63
全米オープン
11:30 TEAM SERIZAWA〜帰ってきました団体戦、全員集合！〜
ゴルフ選手権
0:00 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
練習ラウンド 後半
0:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29 0:30 海外男子メジャー
二 衛星生中継
1:00 debut！あ、これいいかも。中空アイアンHI-540FORGED
1:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #36
全米オープン
2:00 インフォメーション
ゴルフ選手権
1 日目
3:00 プレ男レッスン 〜南秀樹編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン 〜南秀樹編〜 #3＆4
6:00 PGA ツアー チャンピオンズ

27 木

4:00 停波

5:30 アマの志し

28 金

4:00 PGA ツアー
二

5:30 PGA ツアー

2017-18
クイッケンローンズ
ナショナル
3 日目 後半
7:30 アマの志し #8
〜富士箱根カントリークラブ（静岡県）〜
8:30 インフォメーション
9:00 プレメンレッスン 2！ 〜堀尾研仁編〜 #1＆2
9:30 プレメンレッスン 2！ 〜堀尾研仁編〜 #3＆4
10:00 インフォメーション
10:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #100
11:00 The World of Taku Miyamoto ▽11:15 プロの教え #3
11:30 インフォメーション
0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #65
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #100
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 トラベラーズ
チャンピオンシップ
最終日
二

5:30 PGA ツアー
二

2017-18
クイッケンローンズ
ナショナル
最終日 後半
優勝 : フランチェスコ・モリナリ

8:30 インフォメーション

9:00 プレメンレッスン 2！ 〜星野豪史編〜 #1＆2
9:30 プレメンレッスン 2！ 〜星野豪史編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し

#4
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン 〜塩川隆幸編〜 #1＆2
0:30 プレ男レッスン 〜塩川隆幸編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 イメージスイング 〜片岡大育・永野竜太郎・塚田陽亮・竹谷佳孝〜
2:00 みんなの PGA ツアー 6 月号
2:30 インフォメーション
3:00 The World of Taku Miyamoto ▽3:15 プロの教え #6
3:30 プレメンレッスン 2！ 〜井上透編〜 #1＆2
4:00 インフォメーション
4:30 インフォメーション
4:30 ゴルフ真剣勝負
5:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
the MATCH #38
5:30 プレメンレッスン2！ 〜堀尾研仁編〜 #3＆4
藤田寛之 vs 宮本勝昌
6:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #100
6:30 インフォメーション
6:30 インフォメーション
7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #1
7:00 ゴルフのたすき 2019 #1
7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 アメリカンファミリーインシュランス
二 アメリカンファミリーインシュランス
チャンピオンシップ
チャンピオンシップ
1 日目
2 日目
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #37 9:30 第 5 回 日本クラブチーム
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 356
ゴルフ選手権
10:30 ★ EASY GOLF #189
▽10:45 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #2
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf 11:00 ★ 内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4 #8 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #65
11:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #100 11:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #42 0:00 アマの志し #12
0:30 生田衣梨奈の VS ゴルフ #2
〜キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）〜
1:00 アマの志し #11
1:00 停波
〜東富士カントリークラブ（静岡県）〜
2:00 インフォメーション

7:00 イメージスイング 〜片岡大育・永野竜太郎・塚田陽亮・竹谷佳孝〜
7:30 2018 年度

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
8:30 インフォメーション
9:00 プレメンレッスン 2！ 〜井上透編〜 #1＆2
9:30 プレメンレッスン 2！ 〜井上透編〜 #3＆4
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #6
〜成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン 〜武市悦宏編〜 #1＆2
0:30 プレ男レッスン 〜武市悦宏編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 プロの教え #10 ▽1:45 The World of Taku Miyamoto
2:00 アマの志し #7
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
3:00 インフォメーション
3:30 杉ちゃんが行く！〜 2019 年 6 月号〜
4:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #42
4:30 インフォメーション
5:00 あすゴル！ゴルフ部 #65 ▽5:15 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #12
5:30 EASY GOLF #189
6:00 牧野裕の Enjoy Golf
6:30 インフォメーション
7:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 アメリカンファミリーインシュランス
チャンピオンシップ
最終日
9:30 ギア猿〜コースでサルベージ！
ドライバーのお悩みを解決するぞ
10:30 アフターメジャー
〜 2019 全米オープンを振り返る〜
11:30 みんなの PGA ツアー 6 月号
0:00 住建ハウジング presents タケ小山 全米シニアへの挑戦
0:30 TEAM SERIZAWA〜帰ってきました団体戦、全員集合！〜
1:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #37
1:30 イメージスイング 〜宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴〜
2:00 インフォメーション

14 金

衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
1 日目

7:00 ★ 海外シニアメジャー
二

全米シニアオープン
ゴルフ選手権
1 日目

3:30 プレメンレッスン 2！ 〜井上透編〜 #3＆4

3:00 プレメンレッスン 2！ 〜江連忠編〜 #1＆2
3:30 プレメンレッスン 2！ 〜江連忠編〜 #3＆4

3:00 プレメンレッスン 2！ 〜星野豪史編〜 #1＆2
3:30 プレメンレッスン 2！ 〜星野豪史編〜 #3＆4

（0:30~）海外男子メジャー

衛星生中継
全米オープン
ゴルフ選手権
1 日目

二

衛星生中継
全米オープン
ゴルフ選手権
2 日目

4
5
6
7
8
9
10

※最大延長 午後 0:30

11:30 アマの志し

#4
〜富士カントリークラブ（静岡県）〜
0:30 インフォメーション
1:00 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 インフォメーション
2:30 海外男子メジャー
二 全米オープン
ゴルフ選手権
1 日目

※最大延長 午後 0:30

11:30 アマの志し

#5
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
0:30 debut！あ、これいいかも。中空アイアンHI-540FORGED
1:00 あすゴル！ゴルフ部 #63 ▽1:15 内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4 #7
1:30 ギア猿〜コースでサルベージ！
ドライバーのお悩みを解決するぞ
2:30 海外男子メジャー
二 全米オープン
ゴルフ選手権
2 日目

11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11:30 じっくり徹底解剖！

全米オープン
0:30 海外男子メジャー
二 衛星生中継
全米オープン
ゴルフ選手権
2 日目

11
0:00 海外男子メジャー
二

衛星生中継
全米オープン
ゴルフ選手権
3 日目

0
1
2
3

29 土

30 日

4:00 PGA ツアー
二

衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
2 日目

7:00 ★ 海外シニアメジャー
二

全米シニアオープン
ゴルフ選手権
2 日目

（2:00~）PGA ツアー
二

衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック
3 日目

7:00 ★ 海外シニアメジャー
二

全米シニアオープン
ゴルフ選手権
3 日目

4
5
6
7
8
9
10

0:00 みんなの PGA ツアー

6 月号
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #3
1:00 インフォメーション
1:30 プレ男レッスン 〜鶴見功樹編〜 #1＆2
2:00 プレ男レッスン 〜鶴見功樹編〜 #3＆4
2:30 インフォメーション
3:00 PGAツアーハイライト ▽3:15 内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4 #8
3:30 PGA ツアー
二 ロケットモーゲージ
クラシック
1 日目
6:30 インフォメーション
7:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #38
藤田寛之 vs 宮本勝昌

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 あすゴル！ゴルフ部 #65

6:30 PGAツアーハイライト ▽6:45 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #12
7:00 海外シニアメジャー
二

9:00 海外シニアメジャー
二

全米シニアオープン
ゴルフ選手権
1 日目

1:00 アマの志し

#13
〜湘南カントリークラブ（神奈川県）〜
2:00 インフォメーション

3:00 プレメンレッスン 2！ 〜堀尾研仁編〜 #1＆2
3:30 プレメンレッスン 2！ 〜堀尾研仁編〜 #3＆4

全米シニアオープン
ゴルフ選手権
2 日目

6:00 EASY

GOLF #189
6:30 TEAM SERIZAWA〜帰ってきました団体戦、全員集合！〜
7:00 海外シニアメジャー
二 全米シニアオープン
ゴルフ選手権
3 日目

11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10:00 ★ 国内女子ツアー

アース・モンダミン
カップ
3 日目

0:00 あすゴル！ゴルフ部 #65 ▽0:15 PGAツアーハイライト

0:30 プレメンレッスン 2！ 〜星野豪史編〜 #1＆2

11:30 ギア猿〜コースでサルベージ！

ドライバーのお悩みを解決するぞ
0:30 アフターメジャー
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #4
〜 2019 全米オープンを振り返る〜 1:00 PGA ツアー
二 ロケットモーゲージ
1:30 TEAM SERIZAWA 356
2:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
クラシック
2:30 アイデンティティ -identity-「TEAM JAPAN 世界の頂を目指して」
3 日目
3:00 ゴルフのたすき 2019 #1
3:30 PGA ツアー
二 ロケットモーゲージ
クラシック
2 日目

1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 The World of Taku Miyamoto
1:30 牧野裕の Enjoy
2:00 PGA ツアー
二

3:00 プレメンレッスン 2！ 〜井上透編〜 #1＆2

15 土

（0:30~）海外男子メジャー

Golf

衛星生中継
ロケットモーゲージ
クラシック 3 日目

10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #66 ▽10:15 PGAツアーハイライト
10:30 ★ 国内女子ツアー

アース・モンダミン
カップ 最終日
0:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #14
0:30 みんなの PGA ツアー 6 月号
1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4 #8
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
ロケットモーゲージクラシック
最終日 ※最大延長 午前 11:00

10
11
0
1
2

夜

夜

3:30 プレ男レッスン 〜高田順史編〜 #3＆4

二ヶ国語放送 ★ 初オンエア番組

7:00 2018 年度

衛星生中継
RBC
カナディアン
オープン
最終日 ※最大延長 午前 10:30
7:00 インフォメーション
7:30 プレ男レッスン 〜 JUN 羽生編〜 #1＆2
8:00 プレ男レッスン 〜 JUN 羽生編〜 #3＆4
8:30 インフォメーション
9:00 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
10:00 インフォメーション
10:30 アフターメジャー
〜 2019 全米プロを振り返る〜
11:30 インフォメーション
0:00 じっくり徹底解剖！
全米オープン
1:00 インフォメーション
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29
2:00 PGAツアーハイライト ▽2:15 あすゴル！ゴルフ部 #63
2:30 インフォメーション
3:00 debut！あ、これいいかも。中空アイアンHI-540FORGED
3:30 プレ男レッスン 〜南秀樹編〜 #1＆2
4:00 インフォメーション
4:30 ゴルフのたすき 2019 #1
5:00 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
5:30 インフォメーション
6:00 PGA ツアー
二 RBC
カナディアン
オープン
最終日

11 火

4:00 インフォメーション

深

深

3

GOLF #187
Golf
1:30 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
2:00 海外男子メジャー
二 衛星生中継
全米オープンゴルフ選手権
最終日
1:00 牧野裕の Enjoy

20 木

5:00 イメージスイング 〜塩見好輝・時松隆光・田村尚之・小林伸太郎〜

3:00 プレ男レッスン 〜阿河徹編〜 #1＆2

〜 2019 全米オープンを振り返る〜

11:00 TEAM SERIZAWA〜帰ってきました団体戦、全員集合！〜 11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー #99

0:30 EASY

3:00 停波

6:30 プレメンレッスン2！ 〜堀尾研仁編〜 #3＆4

衛星生中継
RBC
カナディアン
オープン
3 日目
7:00 ★ 国内女子ツアー
とことん 1 番ホール生中継
ヨネックスレディス
ゴルフトーナメント
最終日
二

10 月

（2:00~）PGA ツアー

後

後

2

10:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #64 ▽10:15 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #11 10:00 ★アフターメジャー

SERIZAWA 355

#10
〜フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ（山梨県）〜
0:30 プロの教え #1 ▽0:45 あすゴル！ゴルフ部 #62
1:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29
1:30 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜
2:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

3:00 プレ男レッスン 〜吉田洋一郎編〜 #1＆2

9

1

19 水

3:00 プレ男レッスン 〜高田順史編〜 #1＆2

8

0:00 debut！あ、これいいかも。中空アイアンHI-540FORGED

11:30 アマの志し

4:00 インフォメーション

6:00 2018 年度

11:30 TEAM

11:00 ★ 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #11 ▽11:15 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #4

4:00 インフォメーション

5:30 インフォメーション

10:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29

3:30 プレ男レッスン 〜吉田洋一郎編〜 #3＆4

#99
#11
〜東富士カントリークラブ（静岡県）〜
2:00 インフォメーション

#7
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
0:00 プレメンレッスン 2！ 〜星野豪史編〜 #1＆2
0:30 プレメンレッスン 2！ 〜星野豪史編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
2:00 あすゴル！ゴルフ部 #64 ▽2:15 内藤雄士・石井忍 シャフトのトリセツ4 #7
2:30 インフォメーション
3:00 海外男子メジャー
二 全米オープン
ゴルフ選手権
最終日

7

0

18 火

3:00 プレ男レッスン 〜吉田洋一郎編〜 #1＆2

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
7:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 インスペリティー
インビテーショナル
最終日
9:00 ★ 生田衣梨奈の VS ゴルフ #2
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #36
10:00 debut！あ、これいいかも。中空アイアンHI-540FORGED
10:30 ★ EASY GOLF #188
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #99
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #41
0:30 ゴルフのたすき 2019 #1
1:00 ギア猿〜コースでサルベージ！
ドライバーのお悩みを解決するぞ
2:00 インフォメーション

※最大延長 午後 1:00

11:00 アマの志し

6

11

3:30 プレ男レッスン 〜塩川隆幸編〜 #3＆4

二

5

10

9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー

6:00 プレメンレッスン2！ 〜堀尾研仁編〜 #1＆2

衛星生中継
RBC
カナディアン
オープン
2 日目
7:00 ★ 国内女子ツアー
とことん 1 番ホール生中継
ヨネックスレディス
ゴルフトーナメント
2 日目
二

（2:00~）PGA ツアー

午

午

4

8:30 インフォメーション

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
7:00 プレ男レッスン 〜谷将貴編〜 #1＆2
7:30 プレ男レッスン 〜谷将貴編〜 #3＆4
8:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 プリンシパルチャリティー
クラシック
1 日目
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #1
〜森林公園ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 アフターメジャー
〜 2019 全米プロを振り返る〜
1:00 インフォメーション
1:30 じっくり徹底解剖！
全米オープン
2:30 インフォメーション
3:00 プレ男レッスン 〜阿河徹編〜 #1＆2
3:30 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
4:00 インフォメーション
4:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 プリンシパルチャリティー
クラシック
2 日目
6:30 インフォメーション
7:00 ゴルフのたすき 2019 #1
7:30 国内女子ツアー
リゾートトラストレディス
2 日目
9:00 ★ゴルフ真剣勝負
the MATCH #38
藤田寛之 vs 宮本勝昌

9 日

4:00 PGA ツアー

ニュース・レッスン・情報番組

前

前

#6
11
〜成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）〜
0:00 ゴルフ真剣勝負
0
the MATCH #38
藤田寛之 vs 宮本勝昌
1

3

3:00 プレ男レッスン 〜塩川隆幸編〜 #1＆2

5:30 PGA ツアー

9
※最大延長 午後 0:00

5:30 2018 年度

#97
9:30 プレ男レッスン 〜塩川隆幸編〜 #1＆2
10:00 インフォメーション
10:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #97
11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #62
11:30 インフォメーション
0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #97
0:30 PGA ツアー
二 ザ・メモリアル
トーナメント
presented by
ネーションワイド
最終日
3:30 PGAツアーハイライト ▽3:45 あすゴル！ゴルフ部 #62 3:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #97
4:00 インフォメーション
4:00 インフォメーション
4:30 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #3 ▽4:45 PGAツアーハイライト
4:30 海外女子メジャー
二 全米女子オープン
5:00 PGA ツアー
二 ザ・メモリアルトーナメント
ゴルフ選手権
最終日
presented by
ネーションワイド
最終日
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29
8:00 あすゴル！ゴルフ部 #62 ▽8:15 PGAツアーハイライト
8:30 debut！〜ロマロ レイ アルファ シリーズ〜
9:00 ★ 生田衣梨奈の VS ゴルフ #1
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #35
10:00 ★ 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #14
10:30 みんなの PGA ツアー 6 月号 10:30 ★ EASY GOLF #186
11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー #97 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#29 11:30 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #39
0:00 ★ 国内女子ツアー
0:00 プレ男レッスン 〜高田順史編〜 #1＆2
0:30 プレ男レッスン 〜高田順史編〜 #3＆4
リゾートトラストレディス
1:00 アマの志し #15
最終日
1:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #97
〜ロイヤルスターゴルフクラブ（千葉県）〜
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション

8:30 2018 年度

11:00 アマの志し

2017-18
RBC
カナディアンオープン
最終日 後半
優勝 : ダスティン・ジョンソン

8 土

4

衛星生中継
RBC
5
カナディアン
オープン
6
1 日目
7:00 みんなの PGA ツアー 6 月号
7
7:30 アイデンティティ -identity-「TEAM JAPAN 世界の頂を目指して」
8:00 ゴルフのたすき 2019 #1
8
8:30 インフォメーション
9:00 アフターメジャー
9
〜 2019 全米プロを振り返る〜
10:00 インフォメーション
10
10:30 PGAツアーハイライト ▽10:45 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #4
11:00 PGA ツアー チャンピオンズ
11
二 衛星生中継
マスターカード
0
ジャパン チャンピオンシップ
1 日目
1
1:30 インフォメーション
2:00 じっくり徹底解剖！
2
全米オープン
3:00 インフォメーション
3
3:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #39
4:00 あすゴル！ゴルフ部 #62 ▽4:15 プレメンレッスン2！ 〜大堀貴子編〜 #1
4
4:30 インフォメーション
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #11
5
5:30 PGA ツアー
二 RBC
6
カナディアン
オープン
7
1 日目
二

二

8

10

二

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
6:30 PGA ツアー 2017-18
二 トラベラーズ
チャンピオンシップ
3 日目 後半
8:30 インフォメーション
9:00 プレ男レッスン 〜高田順史編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン 〜高田順史編〜 #3＆4
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #5
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 プレ男レッスン 〜 JUN 羽生編〜 #1＆2
0:30 プレ男レッスン 〜 JUN 羽生編〜 #3＆4
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ラピスキャンシステムズ
クラシック 1 日目
3:00 インフォメーション
3:30 アマの志し #8
〜富士箱根カントリークラブ（静岡県）〜
4:30 インフォメーション
5:00 debut！あ、これいいかも。中空アイアンHI-540FORGED
5:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#30
6:00 TEAM SERIZAWA 355
6:30 インフォメーション
7:00 アフターメジャー
〜 2019 全米オープンを振り返る〜
8:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 プリンシパルチャリティー
クラシック
1 日目
10:00 ★ 杉ちゃんが行く！〜 2019 年 6 月号〜
10:30 プレメンレッスン2！ 〜堀尾研仁編〜 #1＆2
11:00 ★ 江連っ寸 〜ゴルフ上達の教え〜 #12 ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #64
11:30 プレメンレッスン2！ 〜芹澤大介編〜 #3＆4
0:00 アマの志し #13
〜湘南カントリークラブ（神奈川県）〜
1:00 みんなの PGA ツアー 6 月号
1:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #14
2:00 インフォメーション

7

2

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
8:30 インフォメーション
9:00 アマの志し #9
〜清川カントリークラブ（神奈川県）〜
10:00 インフォメーション
10:30 ★ 海外女子メジャー
二 全米女子オープン
ゴルフ選手権
最終日

5:30 PGA ツアー

7 金

4:00 PGA ツアー

その他の競技

午

午

6

衛星生中継
全米オープン
ゴルフ選手権
3 日目

7:30 2018 年度

5:00 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

6 木

国内ツアー

夜

4

17 月

（2:00~）海外男子メジャー

※最大延長 午前 10:30

7:00 インフォメーション

5:00 イメージスイング 〜宮里優作・宮本勝昌・額賀辰徳・稲森佑貴〜

4:00 停波

PGAツアー チャンピオンズ

PGAツアー

深

夜

16 日

（0:00~）海外男子メジャー

衛星生中継
ザ・メモリアルトーナメント
presented by ネーションワイド
最終日

4:00 インフォメーション

一部 停 波

深

全米オープン
11
11:30 アフターメジャー
0:00 ゴルフのたすき 2019 #1
〜 2019 全米プロを振り返る〜
0
0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 The World of Taku Miyamoto 0:30 PGAツアーハイライト ▽0:45 The World of Taku Miyamoto
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1:00 EASY GOLF #185
1
1:30 PGA ツアー
1:30 PGA ツアー
二 衛星生中継
二 衛星生中継
2
ザ・メモリアルトーナメント
ザ・メモリアルトーナメント
presented by ネーションワイド
presented by ネーションワイド
3
3 日目
最終日

二

5 水

4:00 インフォメーション

海外女子メジャー

午 後

午 後

4

0:30 EASY

4 火

（1:30~）PGA ツアー

海外男子メジャー

午 前

午 前

6

衛星生中継
ザ・メモリアルトーナメント
presented by
ネーションワイド
2 日目

2 日

特集・おすすめ番組

一部 停 波

4

番 組 表

3

※
「一部停波」の時間帯はご利用のサービスによってご視聴頂くことができない場合がありますのでご了承ください。また、
「PGAツアーハイライト」は番組を変更して放送する場合がありますのでご了承ください。 ※都合により、番組タイトル、番組内容および放送日時が変更になることがありますのでご了承ください。

