2018.11
5

7
8
9

10
11
0
1
2
3

5
6

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〜

5:00 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〜

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〜

5:00 イメージスイング 〜宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛〜

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〜

5:00 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

衛星生中継
シュライナーズホスピタルズ
フォー チルドレンオープン
1 日目

衛星生中継
シュライナーズホスピタルズ
フォー チルドレンオープン
2 日目
8:00 ★ 国内男子ツアー
とことん 1 番ホール生中継
HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP
3 日目
▽10:45 ★みんなのPGAツアー 〜ゴルフW杯編〜
▽11:15 PGA ツアーハイライト
11:30 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
0:30 PGA ツアー
二 シュライナーズホスピタルズ
フォー チルドレンオープン
2 日目

6:00 まるわかり！欧州ツアーロレックスシリーズ 拡大版

5:30 2018 年度

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
7:00 PGA ツアー 2017-18

5:30 PGA ツアー
二

二

フォー チルドレンオープン
最終日 優勝 : パトリック・キャントレー
9:00 インフォメーション
9:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 インベスコ QQQ
チャンピオンシップ
1 日目
11:30 インフォメーション
0:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 インベスコ QQQ
チャンピオンシップ
2 日目
2:00 インフォメーション
2:30 WGC 2018-19
二 HSBC
チャンピオンズ
最終日
5:30 インフォメーション
6:00 ヨーロピアンツアー
二

衛星生中継
ターキッシュ
エアラインズ
オープン
1 日目

8:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #21
9:00 EASY

GOLF #155
9:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #14
10:00 ゴル魂 #118
10:30 インフォメーション
11:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 インベスコ QQQ
チャンピオンシップ
最終日
1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 ゴルフのたすき2018 #4
1:30 インフォメーション
2:00 PGA ツアー
二 シュライナーズホスピタルズ
フォー チルドレンオープン
1 日目
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #31
5:30 インフォメーション
6:00 ヨーロピアンツアー
二

衛星生中継
ターキッシュ
エアラインズ
オープン
2 日目

5:30 PGA ツアー
二

3:00 あすゴル！ゴルフ部 #31 ▽3:15 PGAツアーハイライト
3:30 国内男子ツアー

PLAYBACK1 番ホール
HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP
3 日目
▽6:15 PGA ツアーハイライト
6:30 ヨーロピアンツアー
二 衛星生中継
ターキッシュ
エアラインズ
オープン
3 日目

3:00 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #1＆2

1:00 ギア猿

3:30 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #3＆4

10
11
0
1
2
3

4:00 ヨーロピアンツアー
二

6

11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 あすゴル！ゴルフ部 #33

11:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #7

0:00 1997 ワールドカップ ハイライト

優勝 :P・ハリントン／ P・マギンリー
GOLF #157
1:30 PGA ツアー
二 ザ・RSM
クラシック
2 日目
二

1:00 EASY

4:00 ヨーロピアンツアー
二

衛星生中継
DP ワールドツアー
チャンピオンシップ
ドバイ
3 日目

8
9

11

3

10:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15 10:30 PGAツアーハイライト ▽10:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#2
11:00 みんなの PGA ツアー 11 月号 11:00 ゴルフネットワーク選手権

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
0:30 ゴルフのたすき2018 #4 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 1996 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :A・エルス／ W・ウェストナー
2:00 インフォメーション

RomaRo CUP
地区大会
0:30 ゴルフのたすき2018 #4 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 1997 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :P・ハリントン／ P・マギンリー
2:00 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

3:00 プレメンレッスン 2！〜井上透編〜 #1＆2

3:30

二

ザ・RSM クラシック 2 日目

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

20 火

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

5:00 PGA ツアー チャンピオンズ

5:00 イメージスイング 〜宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛〜

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〜

3:30

二

ザ・RSM クラシック 3 日目 前半

二ヶ国語放送 ★ 初オンエア番組

チャールズ・シュワブカップ
チャンピオンシップ
最終日
7:00 Letʼ s ゴルっち！ #7
7:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #15
8:00 2016 ISPS ハンダ
二 ゴルフ
ワールドカップ
最終日
優勝 : デンマーク
（S・ケルドセン／ T・オルセン）
11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 ゴルフのたすき2018 #4
11:30 ゴル魂 #120
0:00 二 ザ・RSM クラシック 3 日目 前半
0:30 ★ PGA ツアー
二 ザ・RSM
クラシック
3 日目 後半
二

5:30 2016
二

ISPS ハンダ
ゴルフ
ワールドカップ
1 日目

8:30 インフォメーション

9:00 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #1＆2
9:30 PGAツアーハイライト ▽9:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#2

10:00 インフォメーション

#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 1998 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :N・ファルド／ D・カーター
1:00 インフォメーション
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 PGA ツアー
二 ザ・RSM
3:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #34 ▽3:15 PGAツアーハイライト
クラシック
3:30 ヨーロピアンツアー
3 日目 後半
二 衛星生中継
4:30 インフォメーション
DP ワールドツアー
5:00 ギア猿
チャンピオンシップ
ドバイ
〜コンペでサルベージ（1）
6:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 11月号 ▽6:15 あすゴル！ゴルフ部 #34
最終日
6:30 インフォメーション
7:00 PGAツアーハイライト ▽7:15 ゴルフのたすき2018 #4
7:30 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜
8:00 二 ザ・RSM クラシック 最終日 前半
8:30 ★ PGA ツアー
二 ザ・RSM クラシック
※最大延長 午後 11:00
9:30 2018 年度 第 60 回
最終日 後半
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
11:00 ゴルフ真剣勝負
11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー #80
11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16
the MATCH #32
小田孔明 vs 秋吉翔太 0:00 ★プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#3 ▽0:15 PGAツアーハイライト
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #80
1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#2 1:00 1998 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :N・ファルド／ D・カーター
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
3:00 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #1＆2
3:30

衛星生中継

二

ザ・RSM クラシック 最終日 前半

10:30 アマの志し

3:00 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜田村尚之編〜 #3＆4

5:30 2016
二

ISPS ハンダ
ゴルフ
ワールドカップ
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

#80
9:30 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #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 1999 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :T・ウッズ／ M・オメーラ
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #80
1:30 インフォメーション
2:00 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
3:00 インフォメーション
3:30 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜
4:00 みんなの PGA ツアー 11 月号
4:30 PGAツアーハイライト ▽4:45 あすゴル！ゴルフ部 #34
5:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16
5:30 インフォメーション
6:00 PGA ツアー
二 ザ・RSM
クラシック
最終日 後半
8:30 ぎゅっと週刊国内ツアー

#80
s ゴルっち！ #8
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #22
10:00 あすゴル！ゴルフ部 #34 ▽10:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#3
10:30 ★ EASY GOLF #158
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #121
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #16
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #80
1:00 1999 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :T・ウッズ／ M・オメーラ
2:00 インフォメーション
9:00 ★ Letʼ

3:00 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜マーク金井編〜 #3＆4

#9
〜清川カントリークラブ（神奈川県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 1987 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :I・ウーズナム／ D・レウェリン
1:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #78 ▽1:15 PGAツアーハイライト
1:30 PGA ツアー
二 シュライナーズホスピタルズ
フォー チルドレンオープン
最終日 後半
4:00 インフォメーション
4:30 国内男子ツアー

HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 1 日目
5:30 国内男子ツアー
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 2 日目
6:30 国内男子ツアー
HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP
3 日目
8:30 あすゴル！ゴルフ部 #32 ▽8:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #78
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #6
9:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #21
10:00 ★ 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #7
10:30 ★ EASY GOLF #156
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ゴル魂 #119
0:00 ★ 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #15
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #78 ▽0:45 PGAツアーハイライト
1:00 1987 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :I・ウーズナム／ D・レウェリン
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

21 水

4:00 アマの志し

#3
〜南総カントリークラブ（千葉県）〜
5:00 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜
5:30 2016 ISPS ハンダ
二 ゴルフ
ワールドカップ
3 日目

3:30 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #3＆4

8:30 インフォメーション

9:00 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #3＆4

10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し

#11
〜東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 1989 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :P・ファウラー／ W・グレディ
1:00 インフォメーション
1:30 2018 年度 第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
3:00 インフォメーション
3:30 牧野裕の Enjoy Golf
4:00 ヨーロピアンツアー
二 衛星生中継
ネッドバンク
ゴルフチャレンジ
hosted by
ゲーリー・プレーヤー
1 日目

10:00 ギア猿
11:00 TEAM

SERIZAWA 340
11
11:30 あすゴル！ゴルフ部 #32
HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP
▽11:45 ギア猿 〜コンペでサルベージ（1）
0
最終日
▽0:45 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 11月号
1:00 1989 ワールドカップ ハイライト
1:00 1988 ワールドカップ ハイライト
1
二 優勝 :P・ファウラー／ W・グレディ
二 優勝 :B・クレンショー／ M・マッカンバー
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
2

11:00 国内男子ツアー

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

3

22 木

4:00 インフォメーション
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〜

ISPS ハンダ
ゴルフ
ワールドカップ
最終日
優勝 : デンマーク
（S・ケルドセン／ T・オルセン）
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
9:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #1＆2 9:00 みんなの PGA ツアー 11 月号
9:30 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #3＆4 9:30 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜
10:00 インフォメーション
10:00 衛星生中継
二 ISPS ハンダ
10:30 アマの志し #3
メルボルン
〜南総カントリークラブ（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
ゴルフ
0:00 WGC 2002
ワールドカップ
二 EMC
1 日目
ワールドカップ
3 日目
2:00 WGC 2002
二 EMC ワールドカップ
3:00 Letʼ s ゴルっち！ #8
最終日
優勝 : 日本（丸山茂樹／伊澤利光） 3:30 EASY GOLF #158
4:00 インフォメーション
4:00 ギア猿
4:30 2016 ISPS ハンダ
〜コンペでサルベージ（1）
二 ゴルフ
5:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 11月号 ▽5:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#3
5:30 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #16
ワールドカップ
6:00 インフォメーション
3 日目
6:30 ゴルフのたすき2018 #4 ▽6:45 ★ゴルフW杯ハイライト（大会1日目）
7:00 ISPS ハンダ
二 メルボルン
7:30 あすゴル！ゴルフ部 #34 ▽7:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#3
8:00 2016 ISPS ハンダ
ゴルフ
二 ゴルフ
ワールドカップ
1 日目
ワールドカップ
最終日
優勝 : デンマーク
（S・ケルドセン／ T・オルセン）
11:00 TEAM SERIZAWA 341 11:00 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜
11:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16 11:30 プレメンレッスン 2！〜江連忠編〜 #1＆2
0:00 WGC 2001
0:00 あすゴル！ゴルフ部 #34 ▽0:15 ゴルフW杯ハイライト（大会1日目）
二 EMC ワールドカップ
0:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16
1:00 2018 年度 第 24 回
最終日
優勝 : 南アフリカ（A・エルス／ R・グーセン）
日本ジュニアゴルフ選手権競技
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
3:00 プレ女レッスン〜白戸由香編〜 #1＆2

2017-18
OHL クラシック
at マヤコバ
最終日
優勝 : パットン・キザイア

5:30 2016
二

3:00 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #3＆4

3:00 PGA ツアー

衛星生中継
二 マヤコバ ゴルフクラシック 1 日目

23 金
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衛星生中継
二 マヤコバ ゴルフクラシック 2 日目

24 土

0:00 1991 ワールドカップ ハイライト
二

優勝:P=ウルリク・ヨハンソン／A・フォースブランド

1:00 ★ 国内女子ツアー 伊藤園レディス

ゴルフトーナメント 2 日目

2:00 インフォメーション
3:00 PGA ツアー

衛星生中継
二 マヤコバ ゴルフクラシック 3 日目

25 日

3:00 PGA ツアー

衛星生中継
二 マヤコバ ゴルフクラシック 最終日

26 月

5:00 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〜

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〜

5:00 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#3 ▽5:15 ゴルフW杯ハイライト（大会3日目） 5:00 イメージスイング 〜宮里美香・畑岡奈紗・笠りつ子・木戸愛〜

二

6:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ

マヤコバ
ゴルフクラシック
最終日

4:00 インフォメーション

6:00 PGA ツアー チャンピオンズ

6:00 みんなの PGA ツアー 11 月号

チャールズ・シュワブカップ
チャンピオンシップ
1 日目
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 #14
〜石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 1994 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :F・カプルス／ D・ラブⅢ
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 チャールズ・シュワブカップ
チャンピオンシップ
2 日目
3:30 インフォメーション
4:00 あすゴル！ゴルフ部 #33 ▽4:15 ゴルフのたすき2018 #4
4:30 まるわかり！欧州ツアーロレックスシリーズ 拡大版
5:00 インフォメーション
5:30 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
6:30 インフォメーション
7:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #7
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15
8:00 みんなの PGA ツアー 11 月号
8:30 ギア猿
〜コンペでサルベージ（1）
9:30 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 11月号 ▽9:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#2
10:00 国内女子ツアー 伊藤園レディス
ゴルフトーナメント 2 日目
11:00 国内女子ツアー
伊藤園レディスゴルフトーナメント
最終日
0:30 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜
1:00 1994 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :F・カプルス／ D・ラブⅢ
2:00 インフォメーション
二

9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #79 ▽9:15 あすゴル！ゴルフ部 #33

9:30 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜

10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し

#13
〜湘南カントリークラブ（神奈川県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 1993 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :F・カプルス／ D・ラブⅢ
1:00 インフォメーション
1:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #79 ▽1:45 ゴルフのたすき2018 #4
2:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15
2:30 インフォメーション
3:00 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#2 ▽3:15 プロの教え #5
3:30 PGAツアーハイライト ▽3:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #79
4:00 インフォメーション
4:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #32
小田孔明 vs 秋吉翔太
6:30 インフォメーション

7:00 ゴルフネットワーク選手権

3:00 プレ男レッスン〜高田順史編〜 #1＆2

3:00 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #1＆2

3:30 プレ男レッスン〜高田順史編〜 #3＆4

3:30 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #3＆4

27 火

28 水

4:00 インフォメーション

29 木

4:00 停波

4:00 インフォメーション

5:30 PGA ツアー

クラシック
1966ワールドマッチプレー 優勝 :G・プレーヤー
6:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 チャールズ・シュワブカップ
チャンピオンシップ
3 日目
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 #15
〜ロイヤルスターゴルフクラブ（千葉県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 1995 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :F・カプルス／ D・ラブⅢ
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 チャールズ・シュワブカップ
チャンピオンシップ
最終日
3:30 インフォメーション
4:00 ヨーロピアンツアー
二 衛星生中継
DP ワールドツアー
チャンピオンシップ
ドバイ
1 日目
二

5:30 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜

チャールズ・シュワブカップ
チャンピオンシップ
最終日
8:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16
8:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #7
9:00 ゴル魂 #121
9:30 あすゴル！ゴルフ部 #34 ▽9:45 ゴルフW杯ハイライト（大会1日目）
10:00 衛星生中継
二 ISPS ハンダ
メルボルン
ゴルフ
ワールドカップ
2 日目
二

3:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #32
小田孔明 vs 秋吉翔太

5:00 ゴルフネットワーク選手権

RomaRo CUP
地区大会
6:30 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#3 ▽6:45 ★ゴルフW杯ハイライト（大会 2日目）
7:00 ISPS ハンダ
二 メルボルン
ゴルフワールドカップ
2 日目

11:00 ★ 国内男子ツアー

カシオワールドオープン
ゴルフトーナメント
2 日目
1:00 ゴルフW杯ハイライト（大会2日目）▽1:15 ゴルフのたすき2018 #4
1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 インフォメーション
3:00 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #1＆2
3:30 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #3＆4

5:30 ゴルフのたすき2018 #4 ▽5:45 ゴルフW杯ハイライト（大会2日目）
6:30 スター☆ゴルフマッチⅡ #22
7:00 ゴルフネットワーク選手権

RomaRo CUP
地区大会
8:30 ★ 国内男子ツアー
とことん 1 番ホール生中継
カシオワールドオープン
ゴルフトーナメント
3 日目
▽11:15 二 衛星生中継
ISPS ハンダ
メルボルン
ゴルフ
ワールドカップ
3 日目

※最大延長 午後 4:00

3:00 2018 年度

5:30 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #32
小田孔明 vs 秋吉翔太

3:30 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #3＆4

二

とことん 1 番ホール生中継
カシオワールドオープン
ゴルフトーナメント
最終日 ※最大延長 午前 10:30
▽10:15 ゴルフのたすき 2018 #4
10:30 衛星生中継
二 ISPS ハンダ
メルボルン
ゴルフ
ワールドカップ
最終日
※最大延長 午後 7:00

3:00 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜 #2 ・#3

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

ヒーロー
ワールドチャレンジ
最終日
優勝 : ババ・ワトソン

5:30 2016-17
二

ヒーロー
ワールドチャレンジ
最終日
優勝 : 松山英樹

6:00 PGAツアー クラシック 1980ベンソン＆ヘッジス

ノースウェスタンミューチュアル
ワールドチャレンジ
最終日
優勝 : ザック・ジョンソン

ヒーロー
ワールドチャレンジ
最終日
タイガー・ウッズ 9 位タイ
4:30 インフォメーション
5:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #7
5:30 ゴルフW杯ハイライト（大会最終日）▽5:45 ゴルフのたすき2018 #4
6:00 インフォメーション
6:30 あすゴル！ゴルフ部 #35
▽6:45 国内男子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
カシオワールドオープン
ゴルフトーナメント
最終日
9:30 ★ 国内男子ツアー
カシオワールドオープン
ゴルフトーナメント 最終日
11:00 ★ぎゅっと週刊国内ツアー #81
11:30 ★ プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#4 ▽11:45 ゴルフW杯ハイライト（大会最終日）
0:00 ゴル魂 #121
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #81
1:00 ゴルフのたすき2018 #4 ▽1:15 プロの教え #7
1:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16
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

3:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2

8:30 インフォメーション

9:00 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #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 ゴルフW杯ハイライト（大会最終日）▽0:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#3
0:30 牧野裕の Enjoy Golf
1:00 インフォメーション
1:30 2017-18
二

3:30 プレ男レッスン〜鶴見功樹編〜 #3＆4

二

7:00 2018 年度

3:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4

3:00 プレ男レッスン〜高田順史編〜 #1＆2
3:30

二

ヒーロー ワールドチャレンジ 1 日目

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

9
10:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #32
小田孔明 vs 秋吉翔太

0:00 あすゴル！ゴルフ部 #33 ▽0:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#2
0:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15

1:00 1995 ワールドカップ ハイライト
二

優勝 :F・カプルス／ D・ラブⅢ

2:00 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

二

ザ・RSM クラシック 1 日目

10
11
0
1
2
3

30 金

（3:30~）衛星生中継

5:30 2013-14
二

5

8

5:00 イメージスイング 〜藤田寛之・渡邉彩香・原江里菜〜

インターナショナルゴルフ 青木功vs H・アーウィン
第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #81 9:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2 9:00 プレ男レッスン〜高田順史編〜 #1＆2
9:30 あすゴル！ゴルフ部 #35 ▽9:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#4 9:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4 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
10:00 インフォメーション
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #5
10:30 アマの志し #6
10:30 アマの志し #7
〜高坂カントリークラブ（埼玉県）〜
〜成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）〜
〜こだまゴルフクラブ（埼玉県）〜
11:30 インフォメーション
11:30 インフォメーション
11:30 インフォメーション
0:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #81 0:00 PGA ツアー クラシック 1965 0:00 2018 年度 第 24 回
二 ワールドマッチプレー 優勝 :G・プレーヤー
0:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16
日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:00 インフォメーション
1:00 インフォメーション
1:00 インフォメーション
タイガー・ウッズ 復活優勝までの軌跡
1:30 PGA ツアー 2017-18 1:30 海外男子メジャー
1:30 海外男子メジャー
二 バルスパー
二 全英オープン
二 全米プロ
ゴルフ選手権
ゴルフ選手権
チャンピオンシップ
最終日
最終日
最終日
タイガー・ウッズ 2 位タイ
タイガー・ウッズ 6 位タイ
タイガー・ウッズ 2 位タイ
4:30 インフォメーション
4:30 インフォメーション
4:30 インフォメーション
5:00 2018 年度 第 60 回
5:00 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #1＆2 5:00 ISPS ハンダ
二 メルボルン
5:30 プレ男レッスン〜吉田洋一郎編〜 #3＆4
日本女子アマチュア
6:00 ゴルフのたすき2018 #4 ▽6:15 プロの教え #9
ゴルフ選手権競技
ゴルフ
6:30 インフォメーション
6:30 インフォメーション
ワールドカップ
7:00 ギア猿
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #35 ▽7:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#4
1 日目
〜コンペでサルベージ（1） 7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16
8:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 11月号 ▽8:15 あすゴル！ゴルフ部 #35 8:00 国内男子ツアー
8:00 ゴルフネットワーク選手権
8:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #81
カシオワールドオープン
RomaRo CUP
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #9
地区大会
ゴルフトーナメント
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #23
9:30 あすゴル！ゴルフ部 #35 ▽9:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#4
2 日目
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 342 10:00 国内男子ツアー
10:00 みんなの PGA ツアー 11 月号
10:30 ★ EASY GOLF #159
カシオワールドオープン 10:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:00 2016-17
ゴルフトーナメント
二 ヒーロー
11:30 ★ゴル魂 #122
3 日目
0:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #16 0:00 国内男子ツアー
ワールドチャレンジ
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #81
最終日
カシオワールドオープン
1:00 2018 年度 第 24 回
優勝 : 松山英樹
ゴルフトーナメント 最終日
1:30 みんなの PGA ツアー 11 月号
日本ジュニアゴルフ選手権競技
2:00 停波
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション

7:30 ★ 国内男子ツアー

第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技 3:30 2013-14
二 ノースウェスタンミューチュアル
4:00 国内男子ツアー
ワールドチャレンジ
PLAYBACK1 番ホール
最終日
カシオワールドオープン
優勝 : ザック・ジョンソン
ゴルフトーナメント
3 日目
▽6:45 ★ゴルフW 杯ハイライト（大会 3 日目） 6:30 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #1＆2
7:00 あすゴル！ゴルフ部 #34 7:00 TEAM SERIZAWA 341
7:30 EASY GOLF #158
▽7:15 二
8:00 ギア猿
ISPS ハンダ
メルボルン
〜コンペでサルベージ（1）
9:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 11月号 ▽9:15 ★ゴルフW杯ハイライト（大会最終日）
ゴルフ
9:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16
ワールドカップ
10:00 ★あすゴル！ゴルフ部 #35
3 日目
▽10:15 二
11:00 ★ 国内男子ツアー
ISPS ハンダ
メルボルン
カシオワールドオープン
ゴルフ
ゴルフトーナメント
ワールドカップ
3 日目
1:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16
最終日
1:30 ゴルフW杯ハイライト（大会3日目）▽1:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#3
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〜塩川隆幸編〜 #1＆2

5:30 2015-16

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

7

二

10

0

3:00 PGA ツアー

11:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15

4:00 インフォメーション

9

11

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
1:00 1990 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :B・ランガー／ T・ギーデオン
2:00 インフォメーション

4:00 インフォメーション

2

4

11:30 2018 年度

6:00 まるわかり！欧州ツアーロレックスシリーズ 拡大版

6:00 PGA ツアー

RomaRo CUP
地区大会
8:30 あすゴル！ゴルフ部 #33 ▽8:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #79
9:00 ★ Letʼ s ゴルっち！ #7
9:30 ★スター☆ゴルフマッチⅡ #22
※最大延長 深夜 2:00 9:30 ★ 国内女子ツアー
10:00 1999 ワールドカップ ハイライト
伊藤園レディスゴルフトーナメント 10:00 ★ TEAM SERIZAWA 341
二 優勝 :T・ウッズ／ M・オメーラ
10:30 ★ EASY GOLF #157
最終日
11:00 2016 ISPS ハンダ
11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #79 ▽11:15 ★プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#2 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
二 ゴルフ ワールドカップ
11:30 PGAツアーハイライト ▽11:45 ゴルフのたすき2018 #4 11:30 ★ゴル魂 #120
0:00 2018 年度 第 24 回
0:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #15
最終日
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #79 ▽0:45 PGAツアーハイライト
優勝 : デンマーク
日本ジュニアゴルフ選手権競技
1:00 1993 ワールドカップ ハイライト
（S・ケルドセン／ T・オルセン） 1:00 1992 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :F・カプルス／ D・ラブⅢ
二 優勝 :F・カプルス／ D・ラブⅢ
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
2:00 停波

4:00 インフォメーション

1

3

〜コンペでサルベージ（1）

11:00 あすゴル！ゴルフ部 #32 ▽11:15 PGAツアーハイライト 11:00 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 11月号 ▽11:15 PGAツアーハイライト

5:30 まるわかり！欧州ツアーロレックスシリーズ 拡大版

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〜

ヒーロー
ワールドチャレンジ
1 日目

6:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#16

4
5
6

7:00 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#4 ▽7:15 ゴルフのたすき2018 #4

7
#122
GOLF #159
8
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
9:30 PGAツアーハイライト ▽9:45 プロの教え #8
10:00 インフォメーション
10
10:30 アマの志し #8
〜富士箱根カントリークラブ（静岡県）〜
11
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 #35
0
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
7:30 ゴル魂
8:00 EASY

1:30 PGA ツアー
二

2017-18
ツアーチャンピオンシップ
最終日
タイガー・ウッズ優勝

4:30 インフォメーション
5:00 ISPS ハンダ
二

3
4
5

メルボルン
ゴルフ
ワールドカップ
2 日目

6
7

8:00 ヒーロー
二

2

ワールドチャレンジ
1 日目

8
9
10

11:00 ゴルフ真剣勝負

the MATCH #32
小田孔明 vs 秋吉翔太

1:00 PGAツアーハイライト ▽1:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#4
1:30 牧野裕の Enjoy

Golf

2:00 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
3:30

二

ヒーロー ワールドチャレンジ 2 日目

11
0
1
2

夜

2

優勝 :T・ウッズ／ M・オメーラ

10:30 アマの志し

二

5:00 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〜

15 木

4:00 インフォメーション

深

夜

1

二

2:00 インフォメーション

9:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15

10:00 インフォメーション

5:30 PGA ツアー

二

14 水

4:00 停波

一部
停波

深

0

10:00 あすゴル！ゴルフ部 #33 ▽10:15 PGAツアーハイライト 10:00 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜

11:30 2018 年度

▽0:45 ぎゅっと週刊国内ツアー #78

1:00 1999 ワールドカップ ハイライト

二

7

10

19 月

0:00 PGAツアーハイライト ▽0:15 みんなのPGAツアー 〜ゴルフW杯編〜

9:00 ぎゅっと週刊国内ツアー #78 ▽9:15 あすゴル！ゴルフ部 #32

5

最終日 優勝 : グレアム・マクドウェル
6
6:30 PGAツアー 2016-17OHLクラシック at マヤコバ
最終日 優勝 : パット・ペレツ
7
7:30 PGAツアー クラシック 1980ベンソン＆ヘッジス
二 インターナショナルゴルフ 青木功 vs H・アーウィン
8
8:30 インフォメーション
9:00 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #1＆2
9
9:30 プレ男レッスン〜南秀樹編〜 #3＆4
10:00 インフォメーション
10
10:30 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）〜
11
11:30 インフォメーション
0:00 1988 ワールドカップ ハイライト
0
二 優勝 :B・クレンショー／ M・マッカンバー
1:00 インフォメーション
1
1:30 2018 年度 第 24 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
2
2:30 インフォメーション
3:00 あすゴル！ゴルフ部 #32 ▽3:15 ゴルフのたすき2018 #4
3
3:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15
4:00 インフォメーション
4
4:30 ゴルフネットワーク選手権
RomaRo CUP
5
地区大会
6:00 プレメンレッスン 2！〜星野豪史編〜 #1
6
▽6:15 国内男子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
7
HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP
8
最終日
9:00 ★ゴルフ真剣勝負
9
the MATCH #32
小田孔明 vs 秋吉翔太
10

二

4:00 インフォメーション

後

後

5

衛星生中継
DP ワールドツアー
チャンピオンシップ
ドバイ
2 日目

衛星生中継
ザ・RSM
クラシック
2 日目
6:30 ギア猿
〜コンペでサルベージ（1）
7:30 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 11月号 ▽7:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#2
8:00 2013 ISPS ハンダ
二 ワールドカップゴルフ
最終日
優勝 : オーストラリア
（A・スコット／ J・デイ）

18 日

3:30 プレ男レッスン〜塩川隆幸編〜 #3＆4

11:30 ★ 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15

8:30 インフォメーション

5:30 PGAツアー 2015-16 OHLクラシック at マヤコバ

13 火

衛星生中継
マヤコバ ゴルフクラシック
最終日 ※最大延長 午前 10:00
6:00 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜
6:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 インベスコ QQQ
チャンピオンシップ
8:00 橋本マナミの Leaderʼ s GOLF #15
最終日
8:30 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#1 ▽8:45 PGAツアーハイライト
8:30 インフォメーション
9:00 WGC 2001
9:00 プレ男レッスン〜高田順史編〜 #1＆2
二 EMC ワールドカップ
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
最終日
10:30 アマの志し #12
優勝 : 南アフリカ（A・エルス／ R・グーセン）
11:00 ゴル魂 #119
〜キングフィールズゴルフクラブ（千葉県）〜
11:30 あすゴル！ゴルフ部 #32 ▽11:45 PGAツアーハイライト
11:30 インフォメーション
0:00 1991 ワールドカップ ハイライト
0:00 1992 ワールドカップ ハイライト
二 優勝:P=ウルリク・ヨハンソン／A・フォースブランド
二 優勝 :F・カプルス／ D・ラブⅢ
1:00 PGA ツアー
1:00 インフォメーション
二 マヤコバ
1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#1
2:00 まるわかり！欧州ツアーロレックスシリーズ 拡大版
ゴルフクラシック
2:30 インフォメーション
2 日目
3:00 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜
3:30 ★ あすゴル！ゴルフ部 #33 ▽3:45 PGAツアーハイライト 3:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15
4:00 PGAツアーハイライト ▽4:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#1 4:00 ヨーロピアンツアー
4:00 ヨーロピアンツアー
4:00 ゴル魂 #119
二 衛星生中継
二 衛星生中継
4:30 インフォメーション
4:30 インフォメーション
5:00 ヨーロピアンツアー
5:00 PGAツアーハイライト ▽5:15 あすゴル！ゴルフ部 #33
ネッドバンク
ネッドバンク
二 衛星生中継
5:30 牧野裕の Enjoy Golf
ゴルフチャレンジ
ゴルフチャレンジ
6:00 インフォメーション
hosted by
hosted by
ネッドバンク
ゲーリー・プレーヤー
ゲーリー・プレーヤー 6:30 PGA ツアー
ゴルフチャレンジ
二 マヤコバ
3
日目
最終日
hosted by
ゲーリー・プレーヤー
ゴルフクラシック
2 日目
最終日
二

衛星生中継
マヤコバ ゴルフクラシック
3 日目
6:00 ゴルフネットワーク選手権
RomaRo CUP
地区大会
7:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #7
8:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #21
8:30 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#1 ▽8:45 PGAツアーハイライト
9:00 WGC 2002
二 EMC ワールドカップ
最終日
優勝 : 日本（丸山茂樹／伊澤利光）
11:00 EASY GOLF #156
11:30 みんなの PGA ツアー 11 月号
0:00 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15
0:30 PGA ツアー
二 マヤコバ
ゴルフクラシック
3 日目

12 月

（3:00~）PGA ツアー

午

午

4

17 土

（3:30~）PGA ツアー

3:30 プレ男レッスン〜室屋修一編〜 #3＆4

11:00 ★ ぎゅっと週刊国内ツアー #78 ▽11:15 ★プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#1

2014-15
OHL クラシック
at マヤコバ
最終日
優勝 : チャーリー・ホフマン

衛星生中継
マヤコバ ゴルフクラシック
2 日目
6:00 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #32
小田孔明 vs 秋吉翔太

11 日

（3:00~）PGA ツアー

ニュース・レッスン・情報番組

午 前

9

衛星生中継
ザ・RSM
クラシック
1 日目
6:30 ゴル魂 #120
7:00 EASY GOLF #157
7:30 TEAM SERIZAWA 341
8:00 スター☆ゴルフマッチⅡ #22
8:30 インフォメーション
9:00 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン〜鈴木タケル編〜 #3＆4
10:00 インフォメーション
10:30 牧野裕の Enjoy Golf
11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 プレメンレッスン2！〜星野豪史編〜#2
11:30 インフォメーション
0:00 1996 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :A・エルス／ W・ウェストナー
1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー
二 ザ・RSM
クラシック
1 日目
二

3:30 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #3＆4

10:30 みんなの PGA ツアー 11 月号

二

衛星生中継
マヤコバ ゴルフクラシック
1 日目
6:00 みんなの PGA ツアー 11 月号
6:30 EASY GOLF #156
7:00 Letʼ s ゴルっち！ #6
7:30 稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」#15
8:00 みんなの PGA ツアー 〜ゴルフ W 杯編〜
8:30 インフォメーション
9:00 WGC 2000
二 EMC ワールドカップ
最終日
優勝 :アメリカ（T・ウッズ／ D・デュバル）
11:00 PGAツアーハイライト ▽11:15 ゴルフのたすき2018 #4
11:30 インフォメーション
0:00 1990 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :B・ランガー／ T・ギーデオン
1:00 PGA ツアー
二 マヤコバ
ゴルフクラシック
1 日目
二

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〜

10 土

（3:00~）PGA ツアー

一部
停波

8

（3:30~）PGA ツアー

3:00 プレ男レッスン〜中村龍明編〜 #1＆2

10:30 2018 年度

二

5:30 PGA ツアー

9 金

（3:00~）PGA ツアー

その他の競技

夜

▽0:15 ★国内男子ツアー HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP 2日目 ▽1:15 PGAツアーハイライト
〜ラウンドしながらサルベージ（2） 1:30 牧野裕の Enjoy Golf
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション

0:30 まるわかり！欧州ツアーロレックスシリーズ 拡大版

〜コンペでサルベージ（1）

0:00 ★ ギア猿のおまけ ファンコンペ編 11 月号

11:00 ★ 国内男子ツアー

6:30 PGA ツアー チャンピオンズ

インベスコ QQQ
チャンピオンシップ
最終日
8:30 インフォメーション
9:00 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #1＆2
9:30 プレ男レッスン〜武市悦宏編〜 #3＆4
10:00 インフォメーション
10:30 アマの志し #8
〜富士箱根カントリークラブ（静岡県）〜
11:30 インフォメーション
0:00 1999 ワールドカップ ハイライト
二 優勝 :T・ウッズ／ M・オメーラ
1:00 インフォメーション
1:30 ★ゴルフネットワーク選手権 1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プロの教え #4
2:00 二 シュライナーズホスピタルズ フォー チルドレンオープン 3日目 前半
RomaRo CUP
2:30 PGA ツアー
地区大会
二 シュライナーズホスピタルズ
3:00 ゴル魂 #118
3:30 TEAM SERIZAWA 340
フォー チルドレンオープン
4:00 ★みんなの PGA ツアー 11 月号
3 日目 後半
4:30 EASY GOLF #155
5:00 ★ あすゴル！ゴルフ部 #32 ▽5:15 PGAツアーハイライト 5:00 インフォメーション
5:30 ヨーロピアンツアー
5:30 牧野裕の Enjoy Golf
二 衛星生中継
6:00 あすゴル！ゴルフ部 #32 ▽6:15 PGAツアーハイライト
6:30 インフォメーション
ターキッシュ
7:00 まるわかり！欧州ツアーロレックスシリーズ 拡大版
エアラインズ
7:30 二 シュライナーズホスピタルズ フォー チルドレンオープン 最終日 前半
オープン
8:00 ★ PGA ツアー
最終日
二 シュライナーズホスピタルズ
フォー チルドレンオープン
最終日 後半

HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP
3 日目
1:00 Letʼ s ゴルっち！ #5
1:30 PGAツアーハイライト ▽1:45 プロの教え #2
2:00 インフォメーション

HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 1 日目

0:00 あすゴル！ゴルフ部 #31 ▽0:15 ゴルフのたすき2018 #4

11:00 ★ギア猿

シュライナーズホスピタルズ フォー チルドレンオープン 最終日 前半

一部
停波

7

#4
▽6:45 ギア猿 〜コンペでサルベージ（1）
▽7:45 ギア猿のおまけ ファンコンペ編 11 月号
8:00 ★ 国内男子ツアー
とことん 1 番ホール生中継
HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP
最終日 ※最大延長 午前 11:00
▽10:45 ゴルフのたすき 2018 #4
11:00 ★ PGA ツアー
二 シュライナーズホスピタルズ
フォー チルドレンオープン
3 日目 後半

二

6:00 松山英樹を見た 7 つの証言（3）

一部
停波

午 前

6

6:30 ゴルフのたすき 2018

5:30

4:00 インフォメーション

国内ツアー

深

夜

5

シュライナーズホスピタルズ フォー チルドレンオープン 3日目 前半

第 60 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
0:00 ★ 国内男子ツアー
HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP
最終日
2:00 インフォメーション

11:00 ★ 国内男子ツアー

16 金

4

二

8 木

4

ヨーロピアンツアー

一部 停 波

深

3

5:30

※最大延長 深夜 0:00

10

2

7 水

4:00 インフォメーション

9

1

6 火

4:00 インフォメーション

8

0

5 月

4:00 インフォメーション

7

11

4 日

4:00 インフォメーション

PGAツアー チャンピオンズ

午 後

午 後

4

3 土

4:00 インフォメーション

PGAツアークラシック

PGAツアー

午 前

午 前

6

2 金

特集・おすすめ番組

ゴルフワールドカップ

一部 停 波

1 木

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。

