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（J SPORTS 4）※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。

６.00　フットサル Fリーグ 19/20	
「F選抜×立川・府中」

８.00　IFSC クライミング世界
選手権 2019

	 ▽女子コンバインド	決勝
１.30AMobil 1⑭◇SUPER GT
２.15★スーパーフォーミュラ
２.25★XWBSC U-18ベース

ボールワールドカップ 
2019①　オープニング
ラウンド	グループB	
「日本×スペイン」

６.30　ラグビーW杯物語⑩
７.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第6ステージ

10.00　セレクション
10.30　マイヨ・ジョーヌ⑥★⑦
11.00★XBCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第7ステージ

	 （放送開始時刻変更あり）
１.30Aスマックダウン#1044
３.30　ラグビーW杯物語⑩

６.30AMobil 1 The Grid⑫
７.00　GTV⑤
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

６.00　RWC2019の歩き方
６.30★XBワールドラグビー 

パシフィック・ネーショ
ンズカップ 2019④

	 「日本×トンガ」
９.30AWWE ロウ#1365

０.15BMLB中継
	 「対戦カード未定（8/2）」
	 （延長の場合、以降の番組

変更あり）
３.30　ラグビーW杯物語⑥

５.00　RWC2019の歩き方
５.15BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019�
	 ▽グループE	

「サウジアラビア×マリ」
７.30AWWE スマックダウン

#1040
９.30　'19 ル・マン24時間舞台裏
10.30　GTV⑤
11.30KSUPER GT 2019
	 ▽第5戦	富士スピードウ

ェイ「予選」
１.00★XKSUPER GT 2019
	 ▽第5戦	富士スピードウ

ェイ「決勝」
	 （放送開始時刻変更あり）
７.00　セレクション

10.30　IFSC クライミングワー
ルドカップ 2019

	 ▽ボルダリング	第6戦
２.00　Cycle*2019  月チャリ
３.00AドローンCL　第3・4戦

４.00　'19 ル・マン24時間舞台裏
（5.00〜6.00放送休止）

６.00Aエアレース2019
	 ▽第3戦「バラトン湖」
７.00　'12 ワールドダーツCS	決勝
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）
０.00KSUPER GT 2019
	 ▽第5戦	富士スピードウ

ェイ「決勝v」	
▽３.00 「決勝w」

６.00★AWWE ロウ#1366

８.45BCycle*2019 
ツール・ド・フランス

	 ▽第5ステージ
１.45BMLB中継
	 「対戦カード未定（8/4）」
	 （延長の場合、以降の番組

変更あり）
（〜5.00）

６.00AWWE ロウ#1366

８.45　RWC2019の歩き方
９.00★XWWE ロウ#1367
	 ▽英語版
０.15　RWC2019の歩き方
０.30　我らワールド観戦塾④
１.00BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第6ステージ

６.00★AWWE スマックダウン
#1041

８.00　The REAL
９.30KBOOMER#112
10.00　'19 ル・マン24時間舞台裏
11.00AMobil 1⑬◇30 結束！�
０.00Aエアレース2019
	 ▽第3戦「バラトン湖」
１.00　WWE ロウ#1367
	 ▽英語版
３.45　MLB Players④

（〜4.00）

６.00BWラグビー パシフィック
・ネーションズ杯2019③

	 「アメリカ×サモア」
８.15Aワールドラグビー�
８.45　RWC2019の歩き方
９.00★XWWE スマックダウン

#1042　英語版
11.15　ラグビーW杯物語⑦
11.45BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019�
	 ▽グループF「ポルトガル

×アルゼンチン」
２.00BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第7ステージ	

▽６.35 第8ステージ
11.30KSUPER GT 2019
	 ▽第5戦	富士スピードウ

ェイ「予選」
１.00　WWE スマックダウン

#1042　英語版
３.00　セレクション
３.30　ラグビーW杯物語⑦

（〜4.00）

６.00Bザ・ラグビーチャンピオ
ンシップ2019 ～南半
球4カ国対抗戦～⑤

	 「オーストラリア×ニュ
ージーランド」

８.15　ラグビーW杯物語⑧
８.45　RWC2019の歩き方
９.00★XWWE スマックダウン

#1043　英語版
11.15BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第13ステージ
４.55BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第14ステージ
10.05BMLB中継
	 「対戦カード未定

（8/13）」
	 （延長の場合、以降の番組

変更あり）
１.30KBOOMER#112
２.00　WWE スマックダウン

#1043　英語版
（〜4.00）

６.00Bラグビー テストマッチ
2019

	 「イタリア×ロシア」
８.15　ラグビーW杯物語⑨
８.45　セレクション
９.00★XWWE スマックダウン

#1044　英語版
11.15BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019�
	 ▽グループF	

「韓国×アルゼンチン」
１.30BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第20ステージ

７.10BCycle*2019 
ツール・ド・フランス

	 ▽第21ステージ
１.00　REAL		FIFA	U-20	ワー

ルドカップ	2019	特集
２.00　WWE スマックダウン

#1044　英語版
（〜4.00）

６.00BFIFA U-20 ワールドカ
ップ ポーランド 2019�

	 「アルゼンチン×マリ」
９.00★Xスマックダウン#1045
	 ▽英語版◇ラグビー物語⑩
11.45　RWC2019の歩き方
０.00　KENJIの部屋  小松原美

里＆ティム・コレトvw	
▽１.00 町田樹	特別編

３.00BCycle*2019 
ツール・ド・ラヴニール

	 ▽第9ステージ
７.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第4ステージ

10.00AMobil 1 The Grid⑭
10.30　マイヨ・ジョーヌ④★⑤
11.00★XBCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第5ステージ

	 （放送開始時刻変更あり）
１.30　WWE スマックダウン

#1045　英語版
３.30　HOOP!⑨	 （〜4.00）

４.00　'12 ワールドダーツCS	決勝
５.00　ラグビーW杯物語⑦
５.30BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019
��　グループC「ノル
ウェー×ホンジュラス」	
▽７.45 グループC「ニュー
ジーランド×ウルグアイ」

10.00AWWE ロウ#1366
０.45BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第11ステージ
５.45　MLBイッキ見！⑲◇情報
６.45　MLB Players④
７.00　Cycle*2019 

おおいた いこいの道クリ
テリウム

８.30KSUPER GT 2019
	 ▽第5戦	富士スピードウ

ェイ「予選」	
▽10.00 第5戦	富士スピ
ードウェイ「決勝v」	
▽１.00 第5戦	富士スピ
ードウェイ「決勝w」

４.00　2019 おおいた いこい
の道クリテリウム

５.30　IFSC クライミングW杯
	 ▽ボルダリング	第6戦
９.00　REAL		FIFA	U-20	ワー

ルドカップ	2019	特集
10.00Aスマックダウン#1041
０.00BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019�
	 「イタリア×日本」
２.15BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第12ステージ
６.50　MLB Players④
７.00BMLB中継「対戦カード未定

（8/10）」（延長の場合あり）
10.30　2019 おおいた いこい

の道クリテリウム
０.00KBOOMER#112
０.30　Cycle*2019　全日本自

転車競技ロードレースHL
２.00★XBMLB中継「放送開始

時刻/対戦カード未定」
	 （延長の場合あり）

９.00Kジャパンラグビー トップ
リーグカップ2019

	 ▽決勝
11.15　RWC2019の歩き方
11.30AFIBA 3x3 WツアーHL
０.00　結束！侍ジャパン�
０.30　The REAL
２.00　セレクション

６.00★AWWE ロウ#1367
８.45BMLB中継
	 「対戦カード未定

（8/11）」
	 （延長の場合、以降の番組

変更あり）
０.00　REAL		FIFA	U-20	ワー

ルドカップ	2019	特集
１.00Aエアレース2019
	 ▽第3戦「バラトン湖」
２.00　Cycle*2019 

全日本自転車競技選手権
大会 ロードレースHL

３.30KBOOMER#112
（〜4.00）

６.00BFIFA U-20 ワールドカ
ップ ポーランド 2019�

	 「アメリカ×カタール」
８.15　RWC2019の歩き方
８.30Aワールドラグビー�
９.00★XWWE ロウ#1368
	 ▽英語版
０.15BWラグビー パシフィック

・ネーションズ杯2019⑤
	 「日本×アメリカ」
２.45　RWC2019の歩き方
３.00AFIBA 3x3 WツアーHL
３.30AMobil 1 The Grid⑬
４.00★XIFSC クライミング世

界選手権 2019
	 ▽男女ボルダリング	決勝
	 （放送開始時刻変更あり）
10.00★Aスマックダウン#1042
０.00BMLB中継
	 「対戦カード未定

（8/12）」
	 （延長の場合あり）
３.00　WWE ロウ#1368
	 ▽英語版	 （〜5.45）

４.00　ラグビーW杯物語⑧
４.30　The REAL　ラグビー
５.30　RWC2019の歩き方
５.45BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019�
	 「マリ×フランス」
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）
３.00AWWE ロウ#1367
５.45　SUPER GTダイジェスト
６.00　'19 ル・マン24時間舞台裏
７.00KCycle*2019 

アークティックレース・
オブ・ノルウェー

	 ▽第2ステージ
10.00★XKCycle*2019 

アークティックレース・
オブ・ノルウェー

	 ▽第3ステージ
	 （放送開始時刻変更あり）
２.00BDTMドイツツーリングカ

ー 2019　第6戦・決勝

４.00　GT◇AWラグビー�
４.45　REAL		FIFA	U-20	ワー

ルドカップ	2019	特集
５.45BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019�
	 「南アフリカ×ポルトガル」
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）
２.00Aスマックダウン#1042
４.00　MLBイッキ見！⑳◇情報
５.00KCycle*2019　アーク

ティックレース・オブ・
ノルウェー		第3ステージ

８.00★ツール・ド・フランス～絶
景で振り返る106回大会

10.00★XKCycle*2019 
アークティックレース・
オブ・ノルウェー

	 ▽第4ステージ
	 （放送開始時刻変更あり）
２.00　2019 おおいた いこい

の道クリテリウム
３.30AMobil 1⑬	 （〜4.00）

５.45Bラグビー テストマッチ
2019「ニュージーランド
×オーストラリア」

８.00　ツール・ド・フランス～絶
景で振り返る106回大会

10.00BCycle*2019 
ツール・ド・フランス

	 ▽第18ステージ

６.00★AWWE ロウ#1368

８.45KCycle*2019 
アークティックレース・
オブ・ノルウェー

	 ▽第4ステージ
11.45BMLB中継
	 「対戦カード未定

（8/18）」
	 （延長の場合、以降の番組

変更あり）
３.00AWWE ロウ#1368

５.45Bラグビー テストマッチ
2019「南アフリカ×アル
ゼンチン」

８.00★Cycle*2019 
月チャリ

９.00★XWWE ロウ#1369
	 ▽英語版

０.15BCycle*2019 
ツール・ド・フランス

	 ▽第19ステージ

６.00★AWWE スマックダウン
#1043

８.00　Cycle*2019 
月チャリ

９.00　RWC2019の歩き方
９.15　WWE ロウ#1369
	 ▽英語版

（0.00〜6.00放送休止）

４.30AMobil 1 The Grid⑭
５.00BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド '19��
	 「ウルグアイ×エクアドル」	

「ウクライナ×パナマ」
10.00Aスマックダウン#1043
０.00　Cycle*2019  月チャリ
１.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第1ステージ

４.30BCycle*2019 
ツール・ド・ラヴニール

	 ▽第1～8ステージHL
６.00★BCycle*2019 

ツール・ド・ラヴニール
	 ▽第9ステージ◇AMobil⑭
10.30　マイヨ・ジョーヌ①★②
11.00★XBCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第2ステージ

	 （放送開始時刻変更あり）
１.30BMLB中継
	 「対戦カード未定（8/24）」
	 （延長あり）	 （〜4.30）

６.00BFIFA U-20 ワールドカ
ップ ポーランド 2019�

	 「日本×韓国」
８.30AMobil 1 The Grid⑭
９.00BCycle*2019 

ツール・ド・ラヴニール
	 ▽第10ステージ
１.00　KENJIの部屋
	 ▽山本草太①～③
２.30AFIBA 3x3 WツアーHL
３.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第2ステージ

６.00★AWWE ロウ#1369
８.45　The REAL
９.45　セレクション
10.15　マイヨ・ジョーヌ①②★③
11.00★XBCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第3ステージ

	 （放送開始時刻変更あり）
１.30BCycle*2019 

ツール・ド・ラヴニール
	 ▽第10ステージ（〜5.30）

６.00BFIFA U-20 ワールドカ
ップ ポーランド 2019�

	 「フランス×アメリカ」
８.30Aワールドラグビー�
９.00★XWWE ロウ#1370
	 ▽英語版◇セレクション
０.30AFIBA 3x3 WツアーHL
１.00　KENJI　須本光希vw	

▽２.00 三宅星南vw
３.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第3ステージ

６.00★Aスマックダウン#1044
８.00　セレクション
８.30BCycle*2019 

ツール・ド・ラヴニール
	 ▽第1～8ステージHL
10.00　マイヨ・ジョーヌ①②③★④
11.00★XBCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第4ステージ

	 （放送開始時刻変更あり）
１.30　WWE ロウ#1370
	 ▽英語版	 （〜4.15）

６.00　セレクション

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　Cycle*2019 

おおいた いこいの道クリ
テリウム

４.30　ツール・ド・フランス～絶
景で振り返る106回大会

６.30BMLB中継
	 「対戦カード未定

（8/21）」
	 （延長の場合、以降の番

組変更あり）
10.00AWWE ロウ#1368

０.45　IFSC クライミング世界
選手権 2019

	 ▽男女ボルダリング	決勝
	 ～エスフォルタアリーナ

八王子

６.45　RWC2019の歩き方
７.00　2012 ワールドマッチ

プレーダーツ　準決勝
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/	

最大延長～後４.19）
３.00　Cycle*2019  月チャリ
４.00　RWC2019の歩き方
４.20★Xフットサル Fリーグ 

19/20
	 ▽第14節	

「F選抜×立川・府中」	
「すみだ×名古屋」

	 ～大田区総合体育館
９.30　The REAL
10.00Aスマックダウン#1043
０.00　ツール・ド・フランス～絶

景で振り返る106回大会
２.00BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019�
	 ▽ラウンド16	

「イタリア×ポーランド」

４.15BFIFA U-20 ワールドカ
ップ ポーランド 2019�

	 ▽ラウンド16「コロンビ
ア×ニュージーランド」

７.15　IFSC クライミング世界
選手権 2019

	 ▽男女リード	決勝
10.30AWWE ロウ#1368
１.15　IFSC クライミング世界

選手権 2019
	 ▽男女スピード	決勝
３.45BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019�
	 ▽ラウンド16「セネガル

×ナイジェリア」
６.15★BCycle*2019 

ツール・ド・ラヴニール
	 ▽第1～8ステージHL
７.45★マイヨ・ジョーヌ①
８.00　セレクション
10.30★XBCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第1ステージ

	 （放送開始時刻変更あり）

４.00　フットサル Fリーグ 19/20	
「F選抜×立川・府中」	
▽６.00 「すみだ×名古屋」

８.00　RWC2019の歩き方
８.20AWWE ロウ#1369
11.05★XKラグビー 関東大学

リーグ2019「流通経済
大学×拓殖大学」

１.10★XKラグビー 関東大学
対抗戦2019

	 「明治大学×筑波大学」
３.30　セレクション
６.00　The REAL
７.00BCycle*2019  ブエルタ

・ア・エスパーニャ		第7
ステージ◇セレクション

10.30　マイヨ・ジョーヌ⑦★⑧
11.00★XBCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第8ステージ

	 （放送開始時刻変更あり）
１.30　IFSC クライミング世界

選手権 2019		男子コン
バインド	決勝	（〜7.00）

６.00Bザ・ラグビーチャンピオ
ンシップ2019③

	 「ニュージーランド×	
南アフリカ」

８.15BFIFA U-20 ワールドカ
ップ ポーランド 2019
⑲⑳　グループD	
「カタール×ウクライナ」	
▽10.30 グループD	
「アメリカ×ナイジェリア」

０.45BCycle*2019 
ツール・ド・フランス

	 ▽第2ステージ
	

▽４.40 第3ステージ

９.40　ラグビーW杯ナビ
10.00AWWE ロウ#1365

０.45　インターハイ2019 全国
高校総合体育大会サッカー

	 ▽女子	決勝	
▽３.00 男子	決勝

（〜5.15）

５.30Bワールドラグビー パシ
フィック・ネーションズ
カップ2019①

	 「サモア×トンガ」
７.45BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019�
	 ▽グループE	

「パナマ×フランス」
10.00BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第4ステージ
２.50★Xバドミントン ワールド 

ツアー タイオープン 
2019

	 ▽準々決勝
	 ～フアマーク・インドア

スタジアム/バンコク

０.00AWWE スマックダウン
#1040

２.00　Cycle*2019  月チャリ
３.00　IFSC クライミングワー

ルドカップ 2019
	 ▽ボルダリング	第6戦

５.40Bワールドラグビー パシ
フィック・ネーションズ
カップ 2019④

	 「日本×トンガ」
８.25BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019
�～�　グループF	
「南アフリカ×韓国」	
▽10.40 グループA	
「セネガル×ポーランド」	
▽０.55 グループA	
「コロンビア×タヒチ」

３.10BCycle*2019 
ツール・ド・フランス

	 ▽第9ステージ
８.00KSUPER GT 2019
	 ▽第5戦	富士スピードウ

ェイ「決勝v」

11.00AWWE ロウ#1366
１.45　RWC2019の歩き方
２.00　'12 ワールドダーツCS	決勝
３.00Aエアレース'19　第3戦	

「バラトン湖」	（〜4.00）

５.45BFIFA U-20 ワールドカ
ップ ポーランド 2019�

	 ▽グループB	
「エクアドル×メキシコ」

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）

３.00BCycle*2019 
ツール・ド・フランス

	 ▽第10ステージ

８.00KSUPER GT 2019
	 ▽第5戦	富士スピードウ

ェイ「決勝w」
11.00AWWE スマックダウン

#1041
１.00　2019 ル・マン24時間

レースの舞台裏
２.00AMobil 1 The Grid⑬
２.30　The REAL

６.00Bザ・ラグビーチャンピオ
ンシップ2019⑥「アル
ゼンチン×南アフリカ」

８.15BFIFA U-20 ワールドカ
ップ ポーランド 2019
��　グループD「ナイ
ジェリア×ウクライナ」	
▽10.30 グループE「サウ
ジアラビア×パナマ」

０.45　MLBミュージック①
１.00BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第15ステージ
５.50KBOOMER#112
６.20　MLBミュージック②
６.30BMLB中継
	 「対戦カード未定（8/14）」
	 （延長の場合あり）
10.00★XKCycle*2019 

アークティックレース・
オブ・ノルウェー

	 ▽第1ステージ
２.00AWWE ロウ#1367

（〜4.45）

５.45Bワールドラグビー パシ
フィック・ネーションズ
カップ2019⑥

	 「フィジー×サモア」
８.00　The REAL　ラグビー
９.00BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第16ステージ
１.50BCycle*2019 

ツール・ド・フランス
	 ▽第17ステージ

６.50　スーパーフォーミュラ
	 ▽第4戦
７.00KCycle*2019 

アークティックレース・
オブ・ノルウェー

	 ▽第1ステージ
10.00★XKCycle*2019 

アークティックレース・
オブ・ノルウェー

	 ▽第2ステージ
２.00AWWE スマックダウン

#1042

６.00　ラグビーW杯物語⑩
６.30BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019
��　準々決勝	
「コロンビア×ウクライナ」	
▽９.00 準々決勝	
「イタリア×マリ」

11.30　セレクション
０.00BCycle*2019  ツール・ド・

ラヴニール　第10ステージ
４.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第5ステージ

７.00AMobil 1 The Grid⑭
７.30AWWE ロウ#1369
10.15　セレクション
10.45★マイヨ・ジョーヌ⑥
11.00★XBCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第6ステージ

	 （放送開始時刻変更あり）
１.30　ツール・ド・フランス～絶

景で振り返る106回大会
３.30　セレクション	（〜4.00）

2019年8月放送スケジュール
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★新内容登場番組　X生放送・生中継　B二カ国語　K音声多重　A字幕

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）

最新の番組情報はJ SPORTS ホームページでご確認下さい。


