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5:00 PGA ツアー

0:00 あすゴル！ #183 ▽0:15 PGA̲HL
0:30 米国

欧州
2020
ライダーカップ
2 日目
（フォアボール）

二

3:30 インフォメーション
4:00 米国

欧州

2020
ライダーカップ
2 日目
（フォアサム）

二

7:00 PGA̲HL ▽7:15 限定！ ギア MAX
7:30 TEAM

0:30 ★ ゴルフネットワーク

100 切り選手権 2021
1:30 2021 年度 第 26 回
日本ジュニアゴルフ選手権競技
2:30 あすゴル！ #183 ▽2:45 PGA̲HL
3:00 ギア猿
〜ゴルファー再生工場（2）〜
4:00 ギア猿のおまけ〜Ｎ．Ｓ．ＰＲＯ ８５０ＧＨ ｎｅｏ〜 ▽4:15 限定！ ギアMAX
4:30 国内女子ツアー
PLAYBACK1 番ホール
日本女子オープン
ゴルフ選手権競技
3 日目

SERIZAWA 410

8:00 PGA ツアー
二

サンダーソンファームズ
チャンピオンシップ
1 日目

10

10:00 PGA̲HL ▽10:15 限定！ ギア MAX

11:00 ★ ギア猿

深 夜

2

3:00 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2
3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4

12

4
5

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #5

5:30 PGA ツアー
二

シュライナーズ
チルドレンズ
オープン
3 日目

8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ

7:00 ぎゅっと #196 ▽7:15 PGA̲HL

7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二

深

3

3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4

5

0
1
2
3

16

土

4:00 インフォメーション

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #6 5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #7 5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #8
2019-20 5:30 PGA ツアー 2020-21 5:30 プレメン！4 #1 ▽5:45 限定！ ギア MAX 5:30 プレメン！4 #2 ▽5:45 限定！ ギア MAX
二 ザ・CJ カップ
二 ザ・CJ カップ
6:00 PGA ツアー
6:00 PGA ツアー 衛星生中継
二 衛星生中継
二 ザ・CJ カップ at サミット 2 日目
at ナインブリッジズ
at シャドークリーク
7:00 ★ 国内男子ツアー
最終日
最終日
ザ・CJ カップ
優勝者 : ジャスティン・トーマス
優勝者 : ジェイソン・コクラック
at サミット
とことん 1 番ホール生中継
1 日目
日本オープン
8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
ゴルフ選手権競技
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
3 日目
藤本麻子
貞方章男
佐藤信人
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 プレメン！4 永井研史編 #1＆2 10:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2 10:30 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
11:00 プレメン！4 永井研史編 #3＆4 11:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4 11:00 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4
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 ゴルトレ！ジュラシック木澤 0:00 ゴルフネットワーク
0:00 PGA̲HL ▽0:15 プレメン！4 #3
〜飛距離アップへの挑戦〜
100 切り選手権 2021 0:30 橋本マナミのリーダーズ #151 0:30 TEAM SERIZAWA 411
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
1:00 あすゴル！ #185 ▽1:15 PGA̲HL
1:30 PGA ツアー
1:30 PGA ツアー
1:30 イメージスイング
1:30 PGA ツアー
二 シュライナーズ
二 シュライナーズ
二 ザ・CJ カップ
2:00 ひとりゴルフ
チルドレンズ
チルドレンズ
at サミット
貞方章男
3:00 インフォメーション
オープン
オープン
2 日目
3:30 PGA ツアー
3 日目
最終日
二 ザ・CJ カップ
4:30 インフォメーション
4:30 インフォメーション
4:30 国内男子ツアー
at サミット
5:00 イメージスイング
5:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
1 日目
PLAYBACK1 番ホール
5:30 あすゴル！ #185 ▽5:45 プレメン！4 #2
日本オープン
「ゴルフスイッチ！」#67
6:00 インフォメーション
6:00 インフォメーション
ゴルフ選手権競技
6:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 6:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 6:30 インフォメーション
3 日目
二 コンステレーション
二 コンステレーション
7:00 ゴルフ真剣勝負
フューリック＆フレンズ 2 日目
フューリック＆フレンズ 最終日
the MATCH #66
8:00 2021 年度 第 62 回 8:00 国内シニアツアー 第 60 回
宮本勝昌 矢野東
日本女子アマチュア
日本プロゴルフシニア 8:30 あすゴル！ #185 ▽8:45 PGA̲HL
9:00 銀座ゴルフ倶楽部
選手権大会
ゴルフ選手権競技
9:30 イメージスイング
住友商事・サミットカップ 3 日目
【MC ヒロミ ゲスト中村芝翫】
10:00 ★ ひとりゴルフ
10:00 国内シニアツアー 第 60 回 10:00 PGA ツアー
10:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
日本プロゴルフシニア 二 ザ・CJ カップ
〜 25years of Tiger 〜
貞方章男
11:00 ★ ゴルフ★パラダイス #88
11:00 ★ 国内女子ツアー
選手権大会
at サミット
11:30 ひとりゴルフ
住友商事・サミットカップ 最終日
1 日目
富士通レディース 2 日目
0:00 あすゴル！ #185 ▽0:15 限定！ ギア MAX
0:00 PGA̲HL ▽0:15 限定！ ギア MAX
藤本麻子
0:30 PGA ツアー チャンピオンズ 0:30 PGA ツアー チャンピオンズ
0:30 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #42
二 コンステレーション
二 コンステレーション
1:00 PGA̲HL ▽1:15 プレメン！4 #3 1:00 牧野裕の Enjoy Golf
フューリック＆フレンズ 2 日目
フューリック＆フレンズ 最終日 1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #7 1:30 プレメン！4 #3 ▽1:45 PGA̲HL
2:00 機器メンテナンス
2:00 インフォメーション
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！3 藤本敏雪編 #1＆2

24

日

3:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4

25

月

3:00 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
3:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4

26

火

27

3:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2
3:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4

水

28

3:00 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
3:30 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4

17

日

欧州
2020
ライダーカップ
2 日目
（フォアサム）

▽6:15 ギア猿〜ゴルファー再生工場（2）〜
▽7:15 ギア猿のおまけ〜Ｎ．Ｓ．ＰＲＯ ８５０ＧＨ ｎｅｏ〜
7:30 2021 年度 第 62 回
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
9:00 2021 年度 第 105 回
日本アマチュアゴルフ選手権競技
10:00 プレメン！4 #4 ▽10:15 限定！ ギアMAX
10:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #66
宮本勝昌 矢野東
0:00 米国
欧州
二 2020
ライダーカップ
最終日
（シングルス）

3:00 海外女子メジャー

3:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #42

8:30 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
優勝者：笹生優花

11:30 PGAツアープレーヤーズ♯11 松山英樹
0:00 米国
二

3:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1
4:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー

午
後

3:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4

3:00 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2
3:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4

3:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2
3:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4

100 切り選手権 2021
6:00 インフォメーション
6:30 PGAツアープレーヤーズ♯11 松山英樹
7:00 ぎゅっと#198 ▽7:15 限定！ ギアMAX
7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 ドミニオンエナジー
チャリティークラシック 1 日目
9:00 ★ EVER GREEN CLUB #8 ▽9:15 ぎゅっと#198
9:30 スターゴルフマッチⅢ #2
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 412
10:30 ★ Golf Link #14
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #53 ▽11:45 あすゴル！ #187
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #153
0:30 ぎゅっと#198 ▽0:45 プレメン！4 #4
1:00 機器メンテナンス

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #2

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #3

6:00 PGA ツアー

6:00 PGA ツアー

2020-21
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
優勝者 : マーティン・レアード
8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
石井理緒
10:00 インフォメーション
10:30 ★ プレメン！4 永井研史編 #1＆2
11:00 ★ プレメン！4 永井研史編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 2021 年度 第 26 回
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
1:30 PGA ツアー
二 サンダーソンファームズ
チャンピオンシップ
最終日

5:30 プレメン！4 #1 ▽5:45 限定！ ギア MAX

衛星生中継
シュライナーズ
チルドレンズ
オープン
1 日目
9:00 PGA ツアープレーヤーズ♯11 松山英樹
9:30 橋本マナミのリーダーズ #150
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
11:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 あすゴル！ #184 ▽0:15 PGA̲HL
0:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」#67
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
チルドレンズ
オープン
1 日目
二

5:30 プレメン！4 #2 ▽5:45 限定！ ギア MAX

5:30 プレメン！4 #3 ▽5:45 限定！ ギア MAX

6:00 PGA ツアー 衛星生中継
衛星生中継 シュライナーズ 二 シュライナーズ チルドレンズオープン 3 日目
チルドレンズオープン 2 日目 7:00 ★ 国内シニアツアー
7:30 ★ 国内シニアツアー
とことん 1 番ホール生中継
第 60 回
とことん 1 番ホール生中継
日本プロゴルフシニア
第 60 回
選手権大会
日本プロゴルフシニア
住友商事・サミットカップ
選手権大会
最終日
住友商事・サミットカップ
3 日目

3:30 プレメン！4 永井研史編 #3＆4

18

月

3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4

19

火

6:00 PGA ツアー

0:00 ゴルフ真剣勝負

3:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
3:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4

20

二

6

※録画予約の際はご注意ください（詳しくは欄外を参照）

▽9:15 限定！ ギア MAX

9:30 PGA ツアープレーヤーズ♯11 松山英樹

10:00 インフォメーション

10:30 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2

水

0:00 牧野裕の Enjoy

1:00 インフォメーション
1:30 PGA ツアー

2018-19
ザ・CJ カップ
at ナインブリッジズ 最終日 後半
優勝者 : ブルックス・ケプカ
3:30 インフォメーション
4:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #42
4:30 あすゴル！ #185 ▽4:45 PGA̲HL
5:00 インフォメーション
5:30 ゴルフのたすき 2021 #1
6:00 ゴルフのたすき 2021 #2
6:30 インフォメーション
7:00 プレメン！4 永井研史編 #1＆2
7:30 プレメン！4 永井研史編 #3＆4
8:00 PGA ツアー
二 シュライナーズ
チルドレンズ
オープン
最終日
二

11:00 ★ ぎゅっと#196 ▽11:15 あすゴル！ #185
11:30 ★ 国内シニアツアー 第 60 回

3:30 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4

木

22

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #2

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #3

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #4

5:30 PGA ツアー

二 ザ・CJ カップ
二 ザ・CJ カップ
6:00 PGA ツアー
at サミット
at サミット
ザ・CJ カップ at サミット 3 日目 二 衛星生中継
7:00 ★ 国内男子ツアー
3 日目
1 日目
ザ・CJ カップ
at サミット
とことん 1 番ホール生中継
最終日 ※最大延長 午前 11:00
日本オープン
※録画予約の際はご注意ください（詳しくは欄外を参照） 8:30 インフォメーション
8:30 インフォメーション
ゴルフ選手権競技
9:00 ひとりゴルフ
▽9:15 限定！ ギア MAX 9:00 ひとりゴルフ
最終日
9:30 イメージスイング
横田真一
照山亜寿美
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 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2 10:30 プレメン！4 永井研史編 #1＆2 10:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
※最大延長 午後 0:45 11:00 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4 11:00 プレメン！4 永井研史編 #3＆4 11:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4
※録画予約の際はご注意ください（詳しくは欄外を参照） 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
▽0:15 インフォメーション 0:00 牧野裕の Enjoy Golf 0:00 ぎゅっと #197 ▽0:15 PGA̲HL 0:00 米国 欧州
二 2020
▽0:45 PGAツアープレーヤーズ♯11 松山英樹 0:30 あすゴル！ #186 ▽0:45 プレメン！4 #3 0:30 イメージスイング
▽1:15 PGA ツアー プレーヤーズ #9 1:00 インフォメーション 1:00 インフォメーション
ライダーカップ
1:30 ゴルフネットワーク
1:30 ゴルトレ！ジュラシック木澤
1 日目
▽1:45 二
（フォアボール）
PGA ツアー
100 切り選手権 2021
〜飛距離アップへの挑戦〜
2:30 インフォメーション
2:30 インフォメーション
ザ・CJ カップ
3:00 2021 年度 第 62 回 3:00 あすゴル！ #186 ▽3:15 PGA̲HL 3:00 インフォメーション
at サミット
日本女子アマチュア 3:30 ゴルフのたすき 2021 #2 3:30 ゴルトレ！山本邦子
3 日目
4:00 ぎゅっと#197 ▽4:15 限定！ ギア MAX
ゴルフ選手権競技
〜イメージ通りのスイングへの挑戦〜
4:30 インフォメーション
4:30 PGA ツアー
4:30 インフォメーション
▽4:45
二 ザ・CJ カップ
5:00 ギア猿
5:00 PGA ツアー チャンピオンズ
国内男子ツアー
二
PLAYBACK1 番ホール
at サミット
〜ゴルファー再生工場（2）〜
SAS チャンピオンシップ
6:00 ギア猿のおまけ〜Ｎ．Ｓ．ＰＲＯ ８５０ＧＨ ｎｅｏ〜 ▽6:15 PGA̲HL
日本オープン
最終日
1 日目
6:30 インフォメーション
6:30 インフォメーション
ゴルフ選手権競技
7:00
7:00
最終日
ひとりゴルフ
★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 SAS チャンピオンシップ
7:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
貞方章男
二 SAS チャンピオンシップ
8:00 PGA ツアー
2 日目
二 ザ・CJ カップ
8:30 国内女子ツアー
1 日目
9:00 ★ EVER GREEN CLUB #7 ▽9:15 ぎゅっと#197
at サミット
富士通レディース 2 日目
9:30 ★ スターゴルフマッチⅢ #2 9:30 国内女子ツアー
最終日
10:00 ★ あすゴル！ #186
10:00 銀座ゴルフ倶楽部
富士通レディース
最終日
【MC ヒロミ ゲスト中村芝翫】
▽10:15 ★国内女子ツアー
富士通レディース 最終日 11:00 ★ ぎゅっと#197 ▽11:15 あすゴル！ #186 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf 11:00 ★ ゴルフ★パラダイス #89
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #52 ▽11:45 ぎゅっと#197 11:30 あすゴル！ #186 ▽11:45 限定！ ギアMAX
▽11:45 PGA ツアーハイライト 11:30 ゴルフ真剣勝負
0:00 ギア猿
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #152 0:00 PGA ツアープレーヤーズ♯11 松山英樹
the MATCH #66
宮本勝昌 矢野東 0:30 PGA̲HL ▽0:45 限定！ ギア MAX 0:30 PGA ツアー チャンピオンズ
〜ゴルファー再生工場（2）〜
二 SAS チャンピオンシップ
1:00 ギア猿のおまけ〜Ｎ．Ｓ．ＰＲＯ ８５０ＧＨ ｎｅｏ〜 ▽1:15 Golf Link #13 1:00 PGA̲HL ▽1:15 ぎゅっと #197 1:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
▽1:45 PGA ツアーハイライト 1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #10
2 日目
「ゴルフスイッチ！」#67
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション

5:30 PGA ツアー
二

二

3:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2
3:30 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4

木

29

金

3:00 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
3:30 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4

30

土

3:00 プレメン！4 永井研史編 #1＆2
3:30 プレメン！4 永井研史編 #3＆4

（2:00~）バミューダ

日

二 3 日目 ※最大延長 午前 6:00
▽5:15 限定！ ギア MAX
5:30 プレメン！4 永井研史編 #2＆4
Link #14
6:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の 6:00 2021 年度 第 62 回
「ゴルフスイッチ！」#67
日本女子アマチュア
7:00 橋本マナミのリーダーズ #153
ゴルフ選手権競技
7:30 銀座ゴルフ倶楽部 7:30 ゴルフのたすき 2021 #2
【MC ヒロミ ゲスト小泉孝太郎】 8:00 海外女子メジャー
二 全米女子オープン
8:30 ゴルフ真剣勝負
ゴルフ選手権
the MATCH #66
最終日
宮本勝昌 矢野東
10:00 ギア猿
優勝者：笹生優花
〜ゴルファー再生工場（2）〜
11:00 ギア猿のおまけ〜Ｎ．Ｓ．ＰＲＯ ８５０ＧＨ ｎｅｏ〜 ▽11:15 PGA̲HL 11:00 PGA̲HL ▽11:15 限定！ ギア MAX
11:30 国内男子ツアー
11:30 国内男子ツアー
PLAYBACK
PLAYBACK
JAPAN
JAPAN
PLAYERS
PLAYERS
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
by サトウ食品
by サトウ食品
3 日目
最終日
二

チャンピオンシップ 2 日目

31

（2:00~）バミューダチャンピオンシップ

5:00 PGAツアープレーヤーズ♯11 松山英樹
5:30 Golf

3:00 プレメン！3 目澤秀憲編 #1＆2
3:30 プレメン！3 目澤秀憲編 #3＆4

5
6
7
8

二

ザ・CJ カップ
at サミット
3 日目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

塚田好宣
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
11:00 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 米国
欧州
二 2020
ライダーカップ
1 日目
（フォアサム）

宮田成華
10:00 インフォメーション
10:30 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2
11:00 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4
11:30 インフォメーション
0:00 米国
欧州
二 2020
ライダーカップ
2 日目
（フォアボール）

3:00 インフォメーション

3:00 インフォメーション

9:00 ひとりゴルフ

Link #13
4:00 TEAM SERIZAWA 411
4:30 インフォメーション
5:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 SAS チャンピオンシップ
2 日目
6:30 インフォメーション
7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ
二 SAS チャンピオンシップ
最終日
8:30 あすゴル！ #186 ▽8:45 限定！ ギア MAX
9:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
「ゴルフスイッチ！」#67
10:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2
10:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4
11:00 ひとりゴルフ
塚田好宣
0:00 ひとりゴルフ
貞方章男
1:00 2021 年度 第 26 回
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

3:30 橋本マナミのリーダーズ #152

〜 25years of Tiger 〜
8:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
8:30 PGA ツアープレーヤーズ♯11 松山英樹
9:00 ひとりゴルフ
貞方章男
10:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2
10:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4
11:00 ひとりゴルフ
宮田成華
0:00 ゴルフネットワーク
100 切り選手権 2021
1:00 あすゴル！ #186 ▽1:15 限定！ ギア MAX
1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #4
2:00 インフォメーション

3:00 プレメン！3 和田泰朗編 #1＆2

3:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2

4:00 イメージスイング

4:30 インフォメーション

5:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二

SAS チャンピオンシップ
最終日

6:30 インフォメーション

3:30 プレメン！3 和田泰朗編 #3＆4

7:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー

3:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4

★ 初オンエア番組

4
5

7

8:30 インフォメーション

3:30 Golf

3

6

8:30 インフォメーション

二ヶ国語放送

4

5:30 PGA ツアー

ザ・CJ カップ
at サミット
2 日目

9:00 ひとりゴルフ

0

金

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1

6:00 PGA ツアー 衛星生中継

9
10

2

3:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2

3:30 プレメン！3 大西翔太編 #3＆4

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #10

5:30 PGA ツアー

8

日本プロゴルフシニア
0
選手権大会
住友商事・サミットカップ 最終日
1
1:30 ぎゅっと #196 ▽1:45 PGA̲HL
2:00 インフォメーション

3:00 プレメン！3 大西翔太編 #1＆2

21

Golf

0:30 イメージスイング

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #9

5:30 プレメン！4 #4 ▽5:45 限定！ ギア MAX

5

衛星生中継
シュライナーズ
7
チルドレンズオープン
最終日 ※最大延長 午前 11:00

4:00 インフォメーション

5:30 プレメン！4 #3 ▽5:45 限定！ ギア MAX

4

※最大延長 午後 0:30 11:00 プレメン！3 勝又優美編 #3＆4
11
※録画予約の際はご注意ください（詳しくは欄外を参照） 11:30 インフォメーション

0:00 インフォメーション
0:30 ギア猿
the MATCH #66
宮本勝昌 矢野東
〜ゴルファー再生工場（2）〜
1:30 あすゴル！ #184 ▽1:45 PGA̲HL 1:30 ギア猿のおまけ〜Ｎ．Ｓ．ＰＲＯ ８５０ＧＨ ｎｅｏ〜 ▽1:45 PGA̲HL
2:00 銀座ゴルフ倶楽部
2:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
【MC ヒロミ ゲスト中村芝翫】
「ゴルフスイッチ！」#67
3:00 TEAM SERIZAWA 410 3:00 ゴルフネットワーク
3:30 Golf Link #12
100 切り選手権 2021
4:00 限定！ ギア MAX ▽4:15 PGA̲HL 4:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
4:30 インフォメーション
4:30 国内シニアツアー
〜 25years of Tiger 〜
5:00 PGA ツアー チャンピオンズ 5:00 インフォメーション
PLAYBACK1 番ホール 5:00 国内シニアツアー
二 ピュアインシュランス
5:30 PGA̲HL ▽5:45 プレメン！4 #2
第 60 回
PLAYBACK1 番ホール
日本プロゴルフシニア
チャンピオンシップ 最終日 6:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #42
第 60 回
6:30 インフォメーション
6:30 インフォメーション
選手権大会
日本プロゴルフシニア
7:00 ひとりゴルフ
7:00 ひとりゴルフ
住友商事・サミットカップ
選手権大会
3 日目
住友商事・サミットカップ
石井理緒
藤本麻子
8:00 国内男子ツアー
8:00 PGA ツアー
最終日
二 シュライナーズ
バンテリン東海
9:00 ★ 国内シニアツアー 第 60 回
クラシック 3 日目
チルドレンズ
9:30 国内男子ツアー
オープン
日本プロゴルフシニア
10:00 ★ あすゴル！ #185 ▽10:15 PGA̲HL
1 日目
選手権大会
バンテリン東海
住友商事・サミットカップ 3 日目 10:30 限定！ ギア MAX
クラシック 最終日
11:00 PGA ツアープレーヤーズ♯11 松山英樹 11:00 PGA ツアー プレーヤーズ #10 11:00 PGA ツアー
▽10:45 二
二 シュライナーズ
11:30 ゴルフのたすき 2021 #2 11:30 PGA ツアー プレーヤーズ #1
PGA ツアー
0:00 あすゴル！ #184 ▽0:15 限定！ ギア MAX 0:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
シュライナーズ
チルドレンズ
0:30 イメージスイング
チルドレンズ
オープン
〜 25years of Tiger 〜
1:00 銀座ゴルフ倶楽部
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
オープン 3 日目
2 日目
▽1:45 PGA ツアーハイライト
【MC ヒロミ ゲスト中村芝翫】 1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン！4 #2
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
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！4 永井研史編 #1＆2

5:30 プレメン！4 #4 ▽5:45 限定！ ギア MAX

二

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

生中継

※「PGAツアーハイライト」（PGA̲HL）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。
※放送時間が延長する場合、録画予約は自動的に延長
されません。予め最大延長までの番組の録画をお願い
いたします。

9
10
11

お申し込み、お問 い 合わせは

0

デジタル

1

J:COM
カスタマーセンター

2

403ch

デジタルコンパクト

428ch

TEL: 0120- 999- 000

3
4:30 PGAツアープレーヤーズ♯11 松山英樹 4:30 ゴルフのたすき 2021 #2
5:00 プレメン！4 #3 ▽5:15 限定！ ギアMAX

5:30 PGA ツアー プレーヤーズ #2

6:00 TEAM SERIZAWA 412

5:00 プレメン！4 #4 ▽5:15 限定！ ギアMAX

5:30 プレメン！4 #3 ▽5:45 PGAツアープレーヤーズ♯11 松山英樹

4
5

▽6:15 PGAツアー プレーヤーズ #7
6
▽6:45 限定！ ギア MAX
7:00 PGA ツアー
バミューダ
7
二 バミューダ
チャンピオンシップ
2 日目
チャンピオンシップ
8
3 日目

6:30 PGA ツアー
二

100 切り選手権 2021
11:00 ★ 国内女子ツアー 樋口久子
三菱電機レディスゴルフトーナメント 2日目
0:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
〜 25years of Tiger 〜
1:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
1:30 PGA̲HL ▽1:45 オンデマンドでみよう！10月号
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
バミューダ
チャンピオンシップ 3 日目

Ch.754

TEL : 009192 -144

9

9:30 あすゴル！ #187 ▽9:45 PGA̲HL

10:00 ゴルフネットワーク 10:00 ★ あすゴル！ #188 ▽10:15 PGA̲HL
10:30 ★ ゴルフネットワーク選手権

RomaRo CUP
2021 地区大会
0:00 限定！ ギア MAX ▽0:15 PGA̲HL
0:30 ★ 国内女子ツアー
樋口久子 三菱電機レディス
ゴルフトーナメント 最終日
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
バミューダ
チャンピオンシップ 最終日

（ 通話無料 / 年中無休 / 受付時間10：00〜19：00）

※上記の電話番号がご利用になれない場合
TEL:0120-001144
（通話無料・携帯電話不可）

10
11
0
1
2
3

TEL: 0120- 039- 888

スカパー! カスタマーセンター
（総合窓口）
スカパー！ カスタマーセンターへお電 話 の 際 には、予め有 料 放 送 契 約 約 款
（https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)とプライバシーポリシー
（https://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/）の内容をご確認頂き、
同 意のうえご連 絡 下さい。

ひかりTV カスタマーセンター

ゴルフネットワークカスタマーセンター

夜

夜

3:00 プレメン！3 勝又優美編 #1＆2

5:00 ゴルフネットワーク

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #10

5:30 PGA ツアー

深

深

2

4:30 インフォメーション

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #9

後

AIG
全英女子オープン
ゴルフ選手権
最終日
優勝者：アンナ・ノルドクビスト
6:00 Golf Link #13
6:30 あすゴル！ #186 ▽6:45 限定！ ギアMAX
7:00 PGA ツアー
進藤大典と振り返る松山英樹
〜 2016
HSBC
チャンピオンズ〜
二

月

4:00 インフォメーション

6:00 限定！ ギア MAX

5:30 WGC

11

4:00 インフォメーション

二 チャンピオンシップ 1 日目
5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
2014-15 5:30 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー
二 HSBC チャンピオンズ
〜 25years of Tiger 〜
6:30 限定！ ギアMAX ▽6:45 プレメン！4 #4
最終日
優勝者 : ババ・ワトソン 7:00 PGA ツアー チャンピオンズ
二 ドミニオンエナジー
チャリティークラシック 最終日
8:30 インフォメーション 8:30 インフォメーション
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
永井花奈
稲森佑貴
10:00 インフォメーション 10:00 インフォメーション
10:30 牧野裕の Enjoy Golf 10:30 PGA̲HL ▽10:45 限定！ ギア MAX
11:00 国内男子ツアー
11:00 国内男子ツアー
PLAYBACK
PLAYBACK
JAPAN PLAYERS
JAPAN PLAYERS
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
by サトウ食品
by サトウ食品
1 日目 前半
2 日目 前半
2:00 国内男子ツアー
2:00 国内男子ツアー
PLAYBACK
PLAYBACK
JAPAN PLAYERS
JAPAN PLAYERS
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
by サトウ食品
by サトウ食品
4:30 インフォメーション
1 日目 後半
2 日目 後半
5:00 ひとりゴルフ
5:00 ゴルフ真剣勝負
5:00 PGA ツアー
二
the MATCH #66
貞方章男
バミューダ
6:00 イメージスイング
宮本勝昌 矢野東
チャンピオンシップ
6:30 インフォメーション 6:30 インフォメーション
1 日目
7:00 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 7:00 ギア猿
二 ドミニオンエナジー
〜ゴルファー再生工場（2）〜
チャリティークラシック 2 日目 8:00 ギア猿のおまけ〜Ｎ．Ｓ．ＰＲＯ ８５０ＧＨ ｎｅｏ〜 ▽8:15 PGA̲HL 8:00 あすゴル！ #187 ▽8:15 PGA̲HL
8:30 ★ PGA ツアー チャンピオンズ 8:30 PGA ツアー チャンピオンズ 8:30 海外女子メジャー
二 ドミニオンエナジー
二 ドミニオンエナジー
二 AIG
チャリティークラシック 最終日
チャリティークラシック 1 日目
全英女子オープン
10:00 銀座ゴルフ倶楽部 10:00 PGA ツアー チャンピオンズ
ゴルフ選手権
最終日
【MC ヒロミ ゲスト小泉孝太郎】 二 ドミニオンエナジー
11:00 ★ ゴルフ★パラダイス #90
チャリティークラシック 2 日目
優勝者：アンナ・ノルドクビスト
11:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の 11:30 PGA ツアー チャンピオンズ 11:30 ひとりゴルフ
二 ドミニオンエナジー
稲森佑貴
「ゴルフスイッチ！」#67
0:30 あすゴル！ #187 ▽0:45 限定！ ギアMAX
チャリティークラシック 最終日 0:30 プレメン！4 永井研史編 #1＆2
1:00 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #42 1:00 ゴルフのたすき 2021 #2 1:00 プレメン！4 永井研史編 #3＆4
1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #9 1:30 あすゴル！ #187 ▽1:45 PGA̲HL 1:30 PGA̲HL ▽1:45 限定！ ギア MAX
2:00 インフォメーション 2:00 PGA ツアー
2:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
二 衛星生中継
3:00 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
バミューダ
バミューダ
3:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4
チャンピオンシップ 1 日目
チャンピオンシップ 2 日目

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #8
5:30 WGC 2013-14
2012
二 HSBC
二 HSBC
チャンピオンズ
チャンピオンズ
7:00 PGA ツアー プレーヤーズ #9
最終日
最終日
優勝者 : イアン・ポールター
優勝者 : ダスティン・ジョンソン 7:30 WGC 2015-16 HSBC チャンピオンズ
最終日 ダイジェスト 優勝者:ラッセル・ノックス
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 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
佐藤信人
北田瑠衣
小鯛竜也
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 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2 10:30 プレメン！4 永井研史編 #1＆2 10:30 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2
11:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4 11:00 プレメン！4 永井研史編 #3＆4 11:00 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4
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 牧野裕の Enjoy Golf 0:00 ぎゅっと#198 ▽0:15 あすゴル！ #187 0:00 ゴルトレ！山本邦子
0:30 イメージスイング 0:30 イメージスイング
〜イメージ通りのスイングへの挑戦〜
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
1:30 WGC 2017-18 1:30 WGC 2018-19 1:30 WGC 2019-20
二 HSBC
二 HSBC
二 HSBC
チャンピオンズ
チャンピオンズ
チャンピオンズ
最終日
最終日 後半
最終日
優勝者 : ジャスティン・ローズ
優勝者 : ザンダー・ショフレ
優勝者 : ローリー・マキロイ
5:30 WGC

日

4:00 インフォメーション

ザ・CJ カップ
at サミット
最終日

二

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #7

10

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 プレーヤーズ #10

5:30 イメージスイング

土

4:00 インフォメーション

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #6

5:30 PGA ツアー

9

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 プレーヤーズ #5

〜 25years of Tiger 〜 4:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
5:00 ひとりゴルフ
「ゴルフスイッチ！」#67
5
5:30 インフォメーション
貞方章男
6:00 銀座ゴルフ倶楽部 6:00 PGA ツアー チャンピオンズ
6
【MC ヒロミ ゲスト小泉孝太郎】 二 コンステレーション
7:00 TEAM SERIZAWA 411
フューリック＆フレンズ 1 日目
7
7:30 ゴルトレ！山本邦子 7:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 コンステレーション
〜イメージ通りのスイングへの挑戦〜
8
8:30 2021 年度 第 26 回
フューリック＆フレンズ 2 日目
日本ジュニアゴルフ選手権競技 9:00 PGA ツアー チャンピオンズ
9
二 コンステレーション
9:30 PGAツアープレーヤーズ♯11 松山英樹
10:00 プレメン！4 永井研史編 #1＆2 10:00 ★ あすゴル！ #187 ▽10:15 限定！ ギアMAX
フューリック＆フレンズ 最終日
10
10:30 プレメン！4 永井研史編 #3＆4 10:30 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4 10:30 PGAツアープレーヤーズ♯11 松山英樹
11:00 ★ 銀座ゴルフ倶楽部 11:00 ひとりゴルフ
11:00 ★ ぎゅっと#198 ▽11:15 限定！ ギアMAX
11
11:30 2021 年度 第 62 回
【MC ヒロミ ゲスト小泉孝太郎】
古閑美保
0:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の 0:00 プレメン！4 #4 ▽0:15 限定！ ギアMAX
日本女子アマチュア
0
ゴルフ選手権競技
「ゴルフスイッチ！」#67 0:30 PGA ツアー チャンピオンズ
二 SAS チャンピオンシップ
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1:00 限定！ ギアMAX ▽1:15 あすゴル！ #187
1
1:30 ★ オンデマンドでみよう！10月号 ▽1:45 プレメン！4 #4
1:30 ぎゅっと#198 ▽1:45 プレメン！4 #4
最終日
2:00 インフォメーション 2:00 インフォメーション 2:00 インフォメーション
3

金

3:30 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4

金

午

4

15

4:00 インフォメーション

3:00 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2

4:00 インフォメーション （2:00~）バミューダ

10
11

木

3:30 プレメン！3 土手陸編 #3＆4

8

4:00 インフォメーション

前

前

9

14

4:00 インフォメーション

3:00 プレメン！3 土手陸編 #1＆2

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 4:00 インフォメーション （1:00~）機器メンテナンス

7
8

3:30 プレメン！3 関浩太郎編 #3＆4

木

午

午

6

土

3:00 プレメン！3 関浩太郎編 #1＆2

二

5:30 PGA ツアー

3:00 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2

23

4

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #7 5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #8
5:30 PGA ツアー
5:30 PGA ツアー 2019-20
衛星生中継
二 サンダーソンファームズ
二 シュライナーズ
サンダーソンファームズ
チャンピオンシップ
チャンピオンシップ
ホスピタルズ
最終日 ※最大延長 午前 10:00
3 日目
フォー チルドレンオープン
※録画予約の際はご注意ください（詳しくは欄外を参照）
最終日
優勝者 : ケビン・ナ
▽8:15 プレメン！4 永井研史編 #1
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 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
9:00 ひとりゴルフ
ゴルフタレントなみき
木下稜介
宮本勝昌
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 プレメン！3 土手陸編 #1＆2 10:30 プレメン！3 辻村明志編 #1＆2 10:30 プレメン！3 吉本巧編 #1＆2
11:00 プレメン！3 土手陸編 #3＆4 11:00 プレメン！3 辻村明志編 #3＆4 11:00 プレメン！3 吉本巧編 #3＆4
※録画予約の際はご注意ください（詳しくは欄外を参照） 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
▽0:15 プレメン！4 #1 0:00 牧野裕の Enjoy Golf 0:00 ゴルトレ！ジュラシック木澤 0:00 ギア猿
0:30 限定！ ギア MAX ▽0:45 PGA̲HL 0:30 あすゴル！ #184 ▽0:45 PGA̲HL
〜飛距離アップへの挑戦〜
〜ゴルファー再生工場（2）〜
1:00 ★ PGAツアープレーヤーズ♯11 松山英樹 1:00 インフォメーション
1:00 インフォメーション
1:00 ギア猿のおまけ〜Ｎ．Ｓ．ＰＲＯ ８５０ＧＨ ｎｅｏ〜 ▽1:15 プレメン！4 #1
1:30 ★ 国内男子ツアー
1:30 2021 年度 第 105 回 1:30 ぎゅっと#195 ▽1:45 プレメン！4 #1 1:30 インフォメーション
2:00 PGA ツアー
日本アマチュアゴルフ選手権競技 2:00 イメージスイング
バンテリン東海
二 サンダーソンファームズ
2:30 インフォメーション
2:30 インフォメーション
クラシック 3 日目
3:00 タイガー・ウッズ ドキュメンタリー 3:00 PGA ツアー チャンピオンズ 3:00 ゴルフのたすき 2021 #2
チャンピオンシップ
二 ピュアインシュランス
3:30 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
3 日目
〜 25years of Tiger 〜
4:00 PGA ツアー プレーヤーズ #1
チャンピオンシップ 最終日
「ゴルフスイッチ！」#67
4:30 PGA ツアーハイライト 4:30 インフォメーション
4:30 インフォメーション
5:00 米国
5:00 PGA̲HL ▽5:15 ぎゅっと #195 5:00 インフォメーション
▽4:45
欧州
二 2020
5:30 あすゴル！ #184 ▽5:45 限定！ ギア MAX 5:30 Golf Link #12
国内女子ツアー
6:00 PGA ツアー
6:00 TEAM SERIZAWA 410
PLAYBACK1 番ホール
ライダーカップ
二 サンダーソンファームズ
6:30 インフォメーション
日本女子オープン
最終日
ゴルフ選手権競技
（シングルス）
チャンピオンシップ 7:00 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
最終日
最終日
「ゴルフスイッチ！」#67
8:00 PGA ツアー
8:00 ゴルフネットワーク
二 サンダーソンファームズ
100 切り選手権 2021
チャンピオンシップ 9:00 ★ EVER GREEN CLUB #5 ▽9:15 ぎゅっと#195 9:00 ★ ゴルフ真剣勝負
9:30 ★ スターゴルフマッチⅢ #1
最終日
the MATCH #66
10:00 ★ あすゴル！ #184
10:00 ★ 葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる #42
宮本勝昌 矢野東
10:30 PGA ツアープレーヤーズ♯11 松山英樹 10:30 あすゴル！ #184 ▽10:45 限定！ ギアMAX
▽10:15 ★国内男子ツアー
バンテリン東海クラシック 最終日 11:00 ★ ぎゅっと#195 ▽11:15 あすゴル！ #184 11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf 11:00 ★ ゴルフ★パラダイス #87
二
11:30
11:30
11:30
★ 藤田光里 向上委員会 #50 ▽11:45 PGA̲HL
▽11:45
★ 稲村亜美・アンタッチャブル柴田の
2021 年度 第 62 回
PGA ツアー
「ゴルフスイッチ！」#67 0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #150
日本女子アマチュア
ゴルフ選手権競技
サンダーソンファームズ 0:30 PGA̲HL ▽0:45 ぎゅっと #195 0:30 ぎゅっと#195 ▽0:45 限定！ ギア MAX
1:00
1:00
1:00
Golf Link #12
チャンピオンシップ 3 日目
ひとりゴルフ
ひとりゴルフ
▽1:45 PGA ツアーハイライト 1:30 PGA ツアープレーヤーズ♯11 松山英樹
宮本勝昌
ゴルフタレントなみき
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション
5:00 PGA ツアー

7

4:00 インフォメーション

夜

夜

2

水

深

コンステレーション
フューリック＆フレンズ 1 日目
9:00 ★ EVER GREEN CLUB #6 ▽9:15 ぎゅっと#196
9
9:30 スターゴルフマッチⅢ #1
10:00 ★ TEAM SERIZAWA 411
10
10:30 ★ Golf Link #13
11:00 ★ 牧野裕の Enjoy Golf
11
11:30 ★ 藤田光里 向上委員会 #51 ▽11:45 PGA̲HL
0:00 ★ 橋本マナミのリーダーズ #151
0
0:30 ぎゅっと週刊国内ツアー #196
▽0:45 ギア猿〜ゴルファー再生工場（2）〜
1
▽1:45 ギア猿のおまけ〜Ｎ．Ｓ．ＰＲＯ ８５０ＧＨ ｎｅｏ〜
2:00 インフォメーション
8

6

4:00 インフォメーション

後

後

6:30 インフォメーション

火

午

午

7

水

5:00 PGA ツアー プレーヤーズ #4

川満陽香理
10:00 インフォメーション
10
10:30 プレメン！3 重田栄作編 #1＆2
11:00 プレメン！3 重田栄作編 #3＆4
11
11:30 インフォメーション
0:00 ぎゅっと #196 ▽0:15 PGA̲HL
0
0:30 あすゴル！ #185 ▽0:45 プレメン！4 #2
1:00 インフォメーション
1
1:30 ゴルフ真剣勝負
the MATCH #66
2
宮本勝昌 矢野東
3:00 インフォメーション
3
3:30 PGA ツアー
二 シュライナーズ
4
チルドレンズ
オープン
5
最終日
6

13

4:00 インフォメーション

5

4:00 インフォメーション

ニュース・レッスン・情報番組

前

前

9

3:30 プレメン！3 藤本敏雪編 #3＆4

4:00 インフォメーション

7
8

火

3:00 プレメン！3 藤本敏雪編 #1＆2

月

PGAツアー チャンピオンズ

その他の競技

午

午

6

4

4:00 インフォメーション

PGAツアー

国内女子ツアー

深 夜

10:30 PGA ツアー
二 サンダーソンファームズ
チャンピオンシップ
〜ゴルファー再生工場（2）〜
0:00 ★ ギア猿のおまけ〜Ｎ．Ｓ．ＰＲＯ ８５０ＧＨ ｎｅｏ〜 ▽0:15 PGA̲HL
2 日目
0
0:30 限定！ ギア MAX ▽0:45 プレメン！4 #1
1:00 牧野裕の Enjoy Golf
1
1:30 PGA ツアー プレーヤーズ #6 1:30 PGA̲HL ▽1:45 プレメン！4 #1
2:00 インフォメーション
2:00 インフォメーション

3

日

5:00 PGA ツアー
5:00 PGA ツアー
二 衛星生中継
二 衛星生中継
衛星生中継
サンダーソンファームズ
サンダーソンファームズ
サンダーソンファームズ
チャンピオンシップ
チャンピオンシップ 2 日目
チャンピオンシップ 3 日目
7:00 ★ 国内女子ツアー
7:00 ★ 国内女子ツアー
1 日目
とことん 1 番ホール生中継
とことん 1 番ホール生中継
8:00 橋本マナミのリーダーズ #149
日本女子オープン
日本女子オープン
8:30 インフォメーション
ゴルフ選手権競技
ゴルフ選手権競技
9:00 米国
3 日目
最終日
欧州
二 2020
ライダーカップ
1 日目
（フォアサム）
※最大延長 午後 0:45
二

9

11

3

4:00 インフォメーション

海外女子メジャー

国内ツアー

午 後

午 後

4

2

4:00 インフォメーション

2020ライダーカップ

午 前

午 前

6

金

4:00 インフォメーション

特集・おすすめ番組

番 組 表

0 12 0 - 5 6 2 - 0 3 4

ゴ ルフ を 見 よう

（ 受 付 時 間 1 0：0 0 〜1 8：0 0 年 中 無 休 ）
最 新 番 組 情 報 は ゴ ル フ ネットワ ー ク H P へ

ゴ ル フ ネットワ ー ク

Ch.403
KDDI お客さまセンター

TEL : 0077 -777
お 近くの ケ ーブ ル 局

