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５.00AWスポーツ⑩◇結束！ ４.00 2017 ワールド ベース ６.00Bスーパーラグビー2017 ６.00Bスーパーラグビー2017 ５.30 セレクション
６.30Aレッドブル クラッシュド ５.00 セレクション
ボール クラシック
７.30Aワールドラグビー⑭
７.00Aワールドスポーツ⑪
６.00 2017 WBC 一挙放送 !
「レッズ×ハリケーンズ」
「チーフス×ブルズ」
アイス2017
（WBC）一挙放送 !
７.30KBOOMER
▽1次ラウンド プールB
８.00B16／17 イングランド プ ８.00★K16／17 ドイツ ブン ８.00Bスーパーラグビー2017
▽第4戦「オタワ」
▽1次ラウンド プールB
▽第6節-3
８.00B16／17 イングランド
「キューバ×中国」
レミアリーグ 第30節-4
デスリーガ 第26節-3
７.30 スノーボード⑪
「オーストラリア×日本」
「ストーマーズ×チーターズ」 ８.00Bスーパーラグビー2017
プレミアリーグ
10.00★WWE スマックダウン
「リヴァプール×
10.00B2017 WBC 一挙放送 !
▽第31節
（変更あり）
ハイライト#919 英語版 ８.30AMobil 1 The Grid③
エヴァ―トン」
（変更あり）
▽1次ラウンド プールA 10.00B2017 WBC 一挙放送 !
▽第6節-4「ワラターズ
９.00 セレクション
▽1次ラウンド プールA
10.00B2017 WBC 一挙放送 !
11.00 フットサル Fリーグ
10.00B2017 WBC「オランダ×
「イスラエル×オランダ」
×クルセイダーズ」
11.00 Talking Foot!
「チャイニーズ・タイペイ
▽1次ラウンド プールC
16／17 プレーオフ
チャイニーズ・タイペイ」 ２.00B16／17 イングランド プ
～シドニー
11.30 WWE ロウ#1244
×韓国」
「ドミニカ共和国×カナダ」
Final Round 第2戦
２.00BMLB中継
「レイズ×
レミアリーグ 第30節-3
10.00★WWE ロウ#1245
▽英語版
２.25B16／17 イングランド
「大阪×町田」
ヤンキース（4／2）
」
▽第30節-1
（変更あり） ２.30KBOOMER
▽英語版
１.30 2017 SUPER GT ナビ ５.30KBOOMER
プレミアリーグ
１.30KBOOMER
６.00K16／17 ドイツ ブンデ ３.00 The REAL
０.00 2017 ワールド ベース
▽第31節
（変更あり）
２.00 The REAL◇MLBナビ １.50★XBリーグ 2016-17
６.00B16／17 プレミアリーグ
スリーガ「バイエルン× ４.00Bブンデスリーガ HL
ボール クラシック
▽第26節「三遠×新潟」
５.00Bプレミアリーグ HL
４.25★XBスーパーラグビー
３.25★XBスーパーラグビー
▽第30節-5（変更あり）
アウクスブルク」
（WBC） 一挙放送 !
４.30B16／17 イングランド ８.00K16／17 ブンデスリーガ ８.00★B16／17 イングランド ６.00 セレクション
2017
2017 第6節-1
▽1次ラウンド プールB
プレミア プレビュー
▽第7節-1「ハリケーンズ
「チーフス×ブルズ」
「シャルケ×ドルトムント」
プレミアリーグ 第30節-2 10.00BMLB中継
「中国×オーストラリア」
５.00 セレクション
「対戦カード未定」
×ワラターズ」
▽５.35 第6節-2
10.00ADTMドイツツーリング
「アーセナル×マンチェ
～東京ドーム
１.30AWスポーツ⑪◇AMobil③ ４.30★KISU世界フィギュア
６.45 2017 SUPER GT ナビ
「レッズ×ハリケーンズ」
カー選手権 '16 総集編
スターC」
（変更あり）
（2.30〜3.30放送休止）
７.00★KISU世界フィギュア
７.53★Bプレミア プレビュー ７.00 セレクション
11.00Aワールドスポーツ⑪
10.00BMLB中継
スケート選手権2017
３.30 MLBナビ2017
スケート選手権2017
８.23★XB16／17 イングラン
11.30KBOOMER
１.30 WWE スマックダウン
「ペア ショートプログラム」
０.30★K16／17 ドイツ ブン ０.00Bプレミアリーグ HL
「ペア フリースケーティング」
ド プレミアリーグ
ハイライト#919 英語版 ３.53★XB16／17 イングラン
～ヘルシンキ
デスリーガ
ド プレミアリーグ
10.30BMLB中継
▽第30節-4
１.00Bブンデスリーガ HL
（2.30〜2.54放送休止）
９.00 セレクション
▽第26節-1
▽第31節-4「チェルシー
「対戦カード未定」
「リヴァプール×
２.00B16／17 プレミアリーグ ２.54★XK16／17 ドイツ ブ
「シャルケ×ドルトムント」
×マンチェスターC」
２.00Bプレミアリーグ HL
エヴァ―トン」
（変更あり）
▽第30節-1（変更あり）
ンデスリーガ  第27節-1
（〜2.30）
（変更の場合あり）
10.53 海外サッカーセレクション
（〜4.00）
「ケルン×フランクフルト」
（〜3.00） ３.00Bブンデスリーガ HL
４.00 セレクション
５.00B2017 ワールド ベース ６.00Bスーパーラグビー2017 ６.00Bスーパーラグビー2017 ５.55 番組審議会
６.00Bスーパーラグビー2017 ６.00 セレクション
６.00Aレッドブル クラッシュド
６.00Bスーパーラグビー2017
ボール クラシック
▽第7節-2
▽第7節-1
▽第7節-3
アイス2017 第4戦
▽第7節-4
（WBC）一挙放送 !
「サンウルブズ×ブルズ」
「ハリケーンズ×ワラターズ」
「シャークス×ジャガーズ」 ８.00★XBMLB中継
７.00B16／17 イングランド
「ストーマーズ×チーフス」 ８.00B16／17 イングランド
「放送開始時刻／
▽1次ラウンド プールD ８.30 2017 WBC 一挙放送 ! ８.00 セレクション
プレミアリーグ HL
８.00★XBMLB中継
対戦カード未定」
「イタリア×メキシコ」
▽1次ラウンド プールB
プレミアリーグ
８.00★XBMLB中継
「放送開始時刻／
（延長の場合、以降の番組
～メキシコ
「キューバ×オーストラリア」 ０.00B16／17 イングランド
▽第32節-3
（変更あり）
「放送開始時刻／対戦
対戦カード未定」
変更あり）
９.00 WWE ロウ#1245
０.30BFIM スーパースポーツ世
プレミアリーグ
10.00★WWE ロウ#1246
カード未定」
（延長なし）
（延長の場合、以降の番組
▽英語版
界選手権2017 第3戦
▽第32節-2
▽英語版
２.00★XBスーパーラグビー
変更あり）
11.00 SUPER GT 2017
１.30K2017 SUPER GT
▽２.00 第32節-4
０.00 2017 WBC 一挙放送 !
2017 第7節-2
３.00 結束！侍ジャパン
シーズン開幕直前SP ！
▽第1戦・予選
▽４.00 第32節-5
▽1次ラウンド プールB ３.00 The REAL
「サンウルブズ×ブルズ」 ０.30K2017 SUPER GT
３.30 スノーボード⑫
４.00K16／17 ドイツ ブンデ
▽３.00 第1戦・決勝
（変更の場合あり）
「日本×中国」
４.30 WTCC 2017ナビ
４.00K16／17 ドイツ ブンデ ５.00Aワールドラグビー⑮
スリーガ
▽第1戦・予選
「岡山国際サーキット」 ６.00★KISU世界フィギュア
４.50★WWE スマックダウン
スリーガ
▽第28節-2
「岡山国際サーキット」 ６.00★KISU世界フィギュア
スケート選手権2017
５.30AISMFスキー マウンテニ
ハイライト#920 英語版 ２.00★XK2017 SUPER GT
▽第28節-1
６.00★KISU世界フィギュア
スケート選手権2017
「アイスダンス フリーダ
アリング 2017③
５.50★XBリーグ 2016-17
６.00★KISU世界フィギュア
スケート選手権2017
▽第1戦・決勝
「アイスダンス ショート
ンス」
６.00★KISU世界フィギュア
▽第27節「SR渋谷×横浜」
スケート選手権2017
「男子シングル ショート
「岡山国際サーキット」
ダンス」
～ヘルシンキ
スケート選手権2017
８.30Bプレミア プレビュー ５.35★XKCycle*2017
「女子シングル ショート
プログラム」
～ヘルシンキ
10.00BMLB中継
「女子シングル フリース
９.00AThe REAL◇MLBナビ
プログラム」
～フィンランド・
パリ～ルーベ
11.23KBOOMER
「対戦カード未定」
ケーティング」
９.55★XBスーパーラグビー
～ヘルシンキ
ヘルシンキ
（開始時刻変更の場合あり） 11.53Bプレミアリーグ HL
10.30BMLB中継
2017 第7節-3
０.30K16／17 ドイツ ブンデ
11.30KCycle*2017
０.53Bブンデスリーガ HL
１.30 WWE スマックダウン
「対戦カード未定」
「シャークス×ジャガーズ」
スリーガ
パリ～ルーベ
１.53B16／17 イングランド
ハイライト#920
２.00AWスポーツ⑫◇スノボ⑫
▽０.05 第7節-4
▽第28節-3
０.30 海外サッカーセレクション
プレミアリーグ
▽英語版
３.00K16／17 ドイツ ブンデ
「ストーマーズ×チーフス」
２.30AMobil 1 The Grid④
▽第32節-1（変更あり） ２.30Aワールドスポーツ⑫
スリーガ 第28節-1
２.15 海外サッカーセレクション
（〜4.30）
（〜3.53）
（〜3.00） ３.00AWスポーツ⑫ （〜3.30）
（〜5.00）

15

６.45AISMFスキー マウンテニ
アリング 2017②
７.00★WWE スマックダウン
ハイライト#921
▽英語版
８.00★XBMLB中継
「放送開始時刻／
対戦カード未定」
（延長の場合、以降の番組
変更あり）
３.00 セレクション

４.00 セレクション
５.00 WWE ロウ#1246
▽英語版
７.00 スノーボード⑬
７.30B16／17 イングランド
プレミア プレビュー
８.00★XBMLB中継
「放送開始時刻／
対戦カード未定」
（延長の場合あり）
２.00 セレクション

６.00Bスーパーラグビー2017 ６.00Bスーパーラグビー2017 ６.00Bスーパーラグビー2017 ６.00Bスーパーラグビー2017 ６.00BFIM スーパーバイク世界
▽第8節-1「クルセイダ
▽第8節-2
▽第8節-3
▽第8節-4
選手権2017 第3戦
ーズ×サンウルブズ」
「レベルズ×ブランビ－ズ」
「チーターズ×チーフス」
「ストーマーズ×ライオンズ」 ８.00B2017 WBC 一挙放送 !
８.00B2017 ワールド ベース ８.00B2017 ワールド ベース ８.00B2017 WBC 一挙放送 ! ８.00K16／17 ドイツ ブンデ
▽1次ラウンド プールD
ボール クラシック
ボール クラシック
▽1次ラウンド プールC
スリーガ 第29節-2
「メキシコ×プエルトリコ」
（WBC）一挙放送 !
（WBC）一挙放送 !
「カナダ×コロンビア」 10.00★WWE ロウ#1247
11.30 2017 WBC 一挙放送 !
▽1次ラウンド プールC
▽1次ラウンド プールD
▽11.30 プールD
▽英語版
▽2次ラウンド プールE
「アメリカ×コロンビア」
「プエルトリコ×ベネズエラ」
「イタリア×ベネズエラ」 ０.00K2017 SUPER GT
「プールA1位／B1位×
０.30 ダンス！ 華麗なる闘い ０.30Aワールドラグビー⑯
３.30AThe REAL
▽第1戦・決勝
プールB2位／A1位」
「HOTEL DANCE
１.00B16／17 イングランド
▽ツール・ド・フランス
「岡山国際サーキット」 ３.30AMobil 1 The Grid④
WITH ME」
プレミアリーグ
５.00B16／17 イングランド ３.00B2017 ワールド ベース ４.00 SUPER GT ダイジェスト
３.00 The REAL
▽第33節-3
プレミアリーグ
ボール クラシック
４.25★XBスーパーラグビー
４.00B16／17 イングランド ６.00★KISU世界フィギュア
４.00K16／17 ドイツ ブンデ
▽３.00 第33節-4
▽第33節-1
（変更あり）
（WBC）一挙放送 !
2017
スケート選手権2017
プレミアリーグ HL
スリーガ 第29節-1
▽５.00 第33節-5
７.00K16／17 ドイツ ブンデ
▽1次ラウンド プールC
▽第9節-1「ハリケーンズ
「エキシビション」
５.00B16／17 ドイツ ブンデ
６.00BMLB中継
▽７.00 第33節-2
スリーガ 第29節-3
「ドミニカ共和国×
×ブランビーズ」
～ヘルシンキ
スリーガ ハイライト
「対戦カード未定」
「マンチェスターU×
９.00 WTCC 2017ナビ
アメリカ」
６.30AISMFスキー マウンテニ
８.30 セレクション
６.00★KISU世界フィギュア
９.30K2017 SUPER GT
チェルシー」
（変更あり） ９.15★XKCycle*2017
７.00KCycle*2017
アリング 2017①
11.53★XB16／17 イングラ
スケート選手権2017
▽第1戦・決勝
９.00BMLB中継
フレッシュ・ワロンヌ
フレッシュ・ワロンヌ
７.00BMLB中継
ンド プレミアリーグ
「男子シングル フリース
「岡山国際サーキット」
「対戦カード未定」
０.30★我らワールドの観戦塾①
「対戦カード未定」
▽第33節-2「マンチェス ０.30B16／17 イングランド ０.30B16／17 ドイツ ブンデ １.00 The REAL
ケーティング」
10.30BMLB中継
ターU×チェルシー」
～ヘルシンキ
プレミアリーグ HL
スリーガ ハイライト ２.00Bプレミアリーグ HL
「対戦カード未定」
10.30Bプレミアリーグ HL
（変更の場合あり）
10.24 海外サッカーセレクション
１.30Aワールドスポーツ⑬
１.30 WWE スマックダウン
３.00K16／17 ドイツ ブンデ ２.00K16／17 ドイツ ブンデ 11.30Bブンデスリーガ HL
２.30 海外サッカーセレクション ２.00AMobil 1 The Grid④
ハイライト#921 英語版
スリーガ
スリーガ
０.30KCycle*2017
（〜4.00）
（〜2.30）
（〜2.30）
▽第29節-3   
（〜5.00）
▽第29節-1   
（〜4.00）
フレッシュ・ワロンヌ
４.00 GTV 2017①
４.00BFIM スーパースポーツ
６.00Bスーパーラグビー2017 ６.00Bスーパーラグビー2017 ７.00Bスーパーラグビー2017 ７.00Bダンス！ 華麗なる闘い ６.00 セレクション
５.00★XBMLB中継
世界選手権2017
▽第9節-2「ハイランダ
▽第9節-4
▽第9節-3
▽2016 WDSF世界
「放送開始時刻／
▽第3戦「アラゴン」
ーズ×サンウルブズ」
「シャークス×レベルズ」
「フォース×チーフス」
選手権
「10ダンス部門」 ８.00KCycle*2017
対戦カード未定」
リエージュ～バストーニュ
５.00 WWE ロウ#1247
８.00B2017 ワールド ベース ８.00B2017 WBC 一挙放送 ! ９.00 GTV 2017①
８.00Bスーパーラグビー2017
（延長の場合、以降の番組
～リエージュ
▽英語版
ボール クラシック
▽1次ラウンド プールD 10.00K16／17 ドイツ ブンデ
▽第9節-1
変更あり）
０.00 2017 ワールド ベース
７.00★WWE スマックダウン
（WBC）一挙放送 !
「プエルトリコ×イタリア」
スリーガ 第30節-3
「ハリケーンズ×
２.00B16／17 イングランド
ボール クラシック
ハイライト#922
▽1次ラウンド プールC 11.30 結束！侍ジャパン
０.00B2017 ワールド ベース
ブランビーズ」
プレミア プレビュー
（WBC）一挙放送 !
▽英語版
「コロンビア×
０.00 The REAL
ボール クラシック
10.00★WWE ロウ#1248
２.30 2017 ワールド ベース
▽2次ラウンド プールE
８.00★XBMLB中継
ドミニカ共和国」
１.00B16／17 イングランド
（WBC）一挙放送 !
▽英語版
ボール クラシック
「プールA1位×プール
「放送開始時刻／
０.30Aワールドラグビー⑰
プレミアリーグ
▽1次ラウンド プールC ０.00K16／17 ドイツ ブンデ
（WBC）一挙放送 !
A2位」
対戦カード未定」
１.00 GTV 2017①
▽第34節-3
「アメリカ×カナダ」
スリーガ
▽2次ラウンド プールE ２.00KCycle*2017
４.30BMLB中継
（延長の場合、以降の番組
▽３.00 第34節-5
４.00K16／17 ドイツ ブンデ
▽第30節-1
「プールA2位／B2位×
「対戦カード未定」
変更あり／最大延長3.30）
リエージュ～バストーニュ
▽５.00 第34節-1
スリーガ
２.00B2017 ワールド ベース
プールB1位／A2位」
３.00Aワールドラグビー⑯
～リエージュ
▽７.00 第34節-4
▽第30節-2
ボール クラシック
～東京ドーム
８.00 セレクション
３.30 セレクション
６.00BMLB中継
（変更の場合あり）
６.00B16／17 イングランド
（WBC）一挙放送 !
７.00 セレクション
「対戦カード未定」
９.00BMLB中継
プレミアリーグ
▽1次ラウンド プールD
６.30AISMFスキー マウンテニ
９.30AThe REAL
「対戦カード未定」
▽第34節-2
（変更あり）
「ベネズエラ×メキシコ」 10.00B16／17 イングランド
９.10★XKCycle*2017
プレミアリーグ HL
アリング 2017③
▽ツール・ド・フランス
８.00 セレクション
６.00 セレクション
リエージュ～バストーニュ 11.00 セレクション
11.00★XKCycle*2017
▽世界選手権「イタリア」
０.30B16／17 ドイツ ブンデ 10.00BMLB中継
～リエージュ
ツール・ド・ヨークシャー
７.00Bダンス！ 華麗なる闘い
０.00B16／17 イングランド
スリーガ ハイライト
「対戦カード未定」
10.00BMLB中継
▽第1ステージ
▽2016 WDSF世界
プレミアリーグ HL
１.30 WWE スマックダウン
１.30AMobil 1 The Grid⑤
「対戦カード未定」
（開始時刻変更の場合あり）
選手権「10ダンス部門」 １.00 海外サッカーセレクション １.00Aワールドスポーツ⑭
ハイライト#922 英語版 ２.00Aワールドスポーツ⑭
３.00B16／17 ドイツ ブンデ
８.00 海外サッカーセレクション
１.30AMobil 1 The Grid⑤
（2.30〜3.30放送休止）
（2.30〜3.30放送休止） １.30Aワールドスポーツ⑭
（〜3.00）
スリーガ ハイライト
（〜2.00） ３.30 セレクション
３.30 セレクション
（〜2.00）
GTV 2017①
４.00 セレクション
セレクション
５.00AISMFスキー マウンテニ
The REAL
アリング 2017④
WWE ロウ#1248
５.30 我らワールドの観戦塾①
▽英語版
６.00BFIM スーパーバイク世界
10.00★WWE スマックダウン
選手権2017 第3戦
ハイライト#923 英語版 ８.00★XBMLB中継
11.00 2017 ワールド ベース
「放送開始時刻／
ボール クラシック
対戦カード未定」
（WBC）一挙放送 !
（延長の場合あり／
▽2次ラウンド プールE
最大延長2.55）
「プールB1位×
２.00Bプレミア プレビュー
プールB2位」
２.30 WTCC 2017ナビ
３.30 セレクション
２.55★XBスーパーラグビー
５.30 2017 SUPER GT
2017 第10節-4
ダイジェスト 第1戦
「ブランビーズ×ブルーズ」
５.50★XBリーグ 2016-17
５.15 MLBナビ2017
▽第30節「新潟×三遠」 ５.30 セレクション
８.23 セレクション
11.00★XKCycle*2017
11.30★XKCycle*2017
ツール・ド・ヨークシャー
ツール・ド・ヨークシャー
▽第2ステージ
▽第3ステージ
（開始時刻変更の場合あり）
（開始時刻変更の場合あり）
３.00 セレクション
（〜3.00）
４.00
５.00
７.00
８.00

※都合により、番組内容や放送時間が変更になる場合があります。 最新の番組情報はJ SPORTS ホームページでご確認下さい。

株式会社ジェイ・スポーツ
〒135-8668 東京都江東区青海2-4-24
カスタマーセンター：TEL.03-5500-3488（10：00〜18：00）

（J SPORTS 4）

