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６.00 HOOP!①②
４.00 高校バスケ ウインターカ
７.00KCycle*2018
ップ'18  女子2回戦
ブエルタ・ア・エスパー
「英明×昭和学院」
ニャ 第12ステージ
「昌平×長崎女子」
９.30★X野球好き楽天キャンプ ７.30KBOOMER#106
in 久米島
８.00AWWE ロウ#1339
（延長の場合、以降の番組 11.00★X野球好き楽天キャンプ
変更あり）
in 久米島（休息日の場合は
２.00Aクラッシュドアイス'19
別番組/延長の場合あり）
▽第1戦「横浜」
２.00★プロ野球R◇30 結束！
３.00BCycle*2019
３.00BCycle*2019
ツアー・ダウンアンダー
ツアー・ダウンアンダー
▽第2ステージ
▽第3ステージ
６.00B18/19 イングランド
６.00Kスキージャンプ FIS W杯
プレミアリーグ
18/19 男子ラージヒル
▽第24節-2
８.15Kノルディック複合 FIS
▽８.00 第24節-4
ワールドカップ 18/19
「リヴァプール×レスター」 11.15 高校バスケ ウインターカ
10.00Aスマックダウン#1014
ップ'18  女子2回戦
０.00BプレミアリーグHL
「札幌東商業×京都精華学園」
２.00B18/19 イングランド プ
「明星学園×市立尼崎」
レミアリーグ 第24節-5 ２.45 高校バスケ ウインターカ
「ニューカッスル×マン
ップ2018⑲  男子2回戦
チェスター・シティ」
「開志国際×正智深谷」

４.30 HOOP!①②
５.45Kスキージャンプ FIS W杯 ６.00 The REAL  フットサル ６.00 結束！◇AWラグビー⑤ ６.00AWWE スマックダウン
５.30Kノルディック複合 FIS
18/19 男子フライング ７.00B18/19 イングランド プ ７.00B18/19 イングランド プ
#1015
ワールドカップ 18/19
レミアリーグ  第25節-3
ヒル「オーベルストドルフ」
レミアリーグ  第25節-2 ８.00BプレミアリーグHL
「ショー＝ヌーブ/フランス」 ８.00Kアルペンスキー FIS W杯 ９.00Kアルペンスキー W杯HL
▽９.00 第25節-1
９.00B18/19 イングランド プ
８.30Bプレミア プレビュー
18/19  男子 ジャイアン 10.00 セレクション
11.00★X野球好き楽天キャンプ
レミアリーグ  第25節-4
９.00AWWE スマックダウン
トスラローム「ガルミッシ 11.00★X野球好き楽天キャンプ
in 久米島（休息日の場合は 11.00★X野球好き楽天キャンプ
#1014
in 久米島
ュ・パルテンキルヘン」
別番組/延長の場合あり）
in 久米島（休息日の場合は
11.00★X野球好き楽天キャンプ 11.00★X野球好き楽天キャンプ
（休息日の場合は別番組） ２.00★AWWE スマックダウン
別番組/延長の場合あり）
in 久米島（休息日の場合は
in 久米島（休息日の場合は ２.00 セレクション
#1016 英語版
２.00 プレミアリーグ  20min
別番組/延長の場合あり）
別番組/延長の場合あり）
４.00BCycle*2019
「第25節-1～3」
２.00★B18/19 イングランド ２.00Aスマックダウン#1014
４.00 野球U-17東京代表
ツアー・ダウンアンダー ３.00BCycle*2019
プレミアリーグ  第25節 ４.00KCycle*2018
４.30 結束！侍ジャパン
▽第4ステージ
ツアー・ダウンアンダー
４.00B18/19 イングランド プ
ブエルタ・ア・エスパー ５.00BプレミアリーグHL
７.00B18/19 プレミアリーグ
▽第5ステージ
レミアリーグ 第25節
６.00★AWWE スマックダウン
ニャ 第13ステージ
▽第25節-5
「マンチェス ６.00AWWE ロウ#1340
６.00BプレミアリーグHL
#1015
６.00★AWWE ロウ#1340
ターC×アーセナル」
７.00Kスキージャンプ FIS W杯 ９.00★KISU欧州フィギュアスケ ８.00★KISU欧州フィギュアス ９.00★K全米フィギュアスケー ９.00★K全米フィギュアスケー
18/19 男子フライング
ケート選手権2019
ート選手権2019「ペア」
ト選手権2019
「ペア」
ト選手権2019
ヒル「オーベルストドルフ」 ０.00BプレミアリーグHL
「アイスダンス」
11.00 The REAL  フットサル
「アイスダンス」
９.15 セレクション
▽11.00
１.00 プレミアリーグ  20min
０.00 新古今HAKA集
▽11.00「エキシビション」
「エキシビション」
２.00 高校バスケ ウインター
０.15 高校バスケ ウインターカ １.30 高校バスケ ウインター
１.15★XB18/19 イングランド
～ミンスク アリーナ
カップ2018⑳ 男子
ップ2018  男子2回戦
カップ2018 男子
プレミアリーグ  第25節-5
2回戦「高知中央×桜丘」 ２.00★WWE ロウ#1341
「金沢学院× 延岡学園」
2回戦
「尽誠学園×羽黒」
「マンチェスター・シティ
▽英語版
「文星芸術大学附属×東海
２.00AWWE スマックダウン
▽３.15「天理×実践学園」
×アーセナル」
（〜4.00）
（〜5.00）
大学付属諏訪」
（〜5.30）
#1016 英語版（〜4.00）
（〜5.00）
５.15 スーパーラグビー珍好プレー ６.00AThe REAL アメフト
５.30 The REAL
７.30 桑田泉ゴルフ6⑥
６.30 蹴球日本代表監督史⑰
８.00Kアルペンスキー W杯HL
▽岡田編「日本×ガーナ」 ９.05AWWE スマックダウン
９.00AWWE スマックダウン
#1015
#1015
11.05 The REAL  フットサル
11.00KBOOMER#106
０.05★Xフットサル Fリーグ
11.35Bプレミア プレビュー
18/19
０.05★Xフットサル Fリーグ
▽第33節
18/19
「大分×北海道」
▽第32節-第33節
「浜松×浦安」
「大分×浦安」
「湘南×仙台」
「F選抜×浜松」
「F選抜×町田」
「すみだ×立川・府中」
「名古屋×大阪」
９.30★AWWE ロウ#1341
９.30 セレクション
０.30BプレミアリーグHL
０.45★XB18/19 イングラン １.30 プレミアリーグ  20min
ド プレミアリーグ
「第26節-1～3」
▽第26節-5
２.30 高校バスケ ウインター
「マンチェスター・シティ
カップ2018
×チェルシー」
▽男子2回戦
３.30 セレクション
「新田×中部大学第一」

６.00 結束！◇AWラグビー⑥
７.00Kアルペンスキー FIS W杯
18/19 男子 ジャイアン
トスラローム「ガルミッシ
ュ・パルテンキルヘン」
10.00★XAWWE スマックダウン
#1017 英語版
０.15 プレミアリーグ  20min
10.00★XWWE ロウ#1342
１.00BプレミアリーグHL
▽英語版
２.00★KISU四大陸フィギュア
１.15 プレミアリーグ  20min
スケート選手権2019
２.00★KISU四大陸フィギュア
「ペア フリースケーティング」
スケート選手権2019
▽４.30「アイスダンス
「ペア ショートプログラム」
フリーダンス」
▽４.30「アイスダンス
７.30 野球U-17東京代表
リズムダンス」
８.00B18/19 イングランド プ
～ホンダセンター
レミアリーグ  第26節-2
７.00★AWWE スマックダウン 10.00 第97回全日本スキー選
#1016
手権大会アルペン競技会
９.00B18/19 イングランド プ
男女スラロームHL
レミアリーグ  第26節-3 ０.00B18/19 イングランド プ
11.00 WWE ロウ#1342
レミアリーグ  第26節-1
▽英語版
２.00AWWE スマックダウン
（〜2.00）
#1017 英語版

４.00 高校バスケ ウインターカ
ップ2018  男子2回戦
「長崎西×八王子」
（5.45〜6.00放送休止）
６.00Aスマックダウン#1016
８.00KBOOMER#106
８.30 ダカールラリー'19 総集編
10.00Aワールドラグビー⑥
10.30Bレース・オブ・チャンピ
オンズ 2019 DAY1
２.00★KISU四大陸フィギュア
スケート選手権2019
「女子ショートプログラム」
６.00B18/19 イングランド プ
レミアリーグ  第26節-4
▽８.00 第26節-5「マンチ
ェスターC×チェルシー」
10.00AWWE ロウ#1341
１.00 '09 ワールドダーツ CS
２.00 高校バスケ ウインターカ
ップ'18  男子2回戦
「桐光学園×報徳学園」
▽３.45「九州学院×高岡
第一」

（〜5.30）

６.00AWWE ロウ#1341
５.30Aワールドラグビー⑥
９.00BプレミアリーグHL
６.00B18/19 イングランド プ
10.00 結束！侍ジャパン
レミアリーグ  第26節-4
10.30Bレース・オブ・チャンピ
▽８.00 第26節-5「マンチ
オンズ 2019
ェスターC×チェルシー」
▽DAY2
「レース・オブ 10.00AWWE ロウ#1341
・チャンピオンズ」
２.00★KISU四大陸フィギュア １.00 The REAL
スケート選手権2019
２.00★KISU四大陸フィギュア
「男子ショートプログラム」
スケート選手権2019
～ホンダセンター
「女子フリースケーティング」
７.00 The REAL  フットサル
～ホンダセンター
８.00B18/19 イングランド プ ６.00KCycle*2018
レミアリーグ  第26節-3
ブエルタ・ア・エスパー
10.00AWWE スマックダウン
ニャ 第14ステージ
#1016
「システィエルナ～レス
０.00BプレミアリーグHL
・プラエレス. ナバ」
１.00 プレミアリーグ  20min 11.30 蹴球日本代表監督史⑰
「第26節-1～3」
▽岡田編「日本×ガーナ」
２.00 高校バスケ ウインターカ
（2009/9/9）
ップ'18  女子3回戦 ２.00★XBFIA フォーミュラE
「八雲学園×精華女子」
選手権 18/19
▽３.45「アレセイア湘南
▽第4戦・予選
×大阪薫英女学院」
「メキシコシティ」

６.00 ラグビーW杯2019物語
４.00BFIA フォーミュラE選手権 ６.00 2009 ワールドマッチ ６.00Aワールドラグビー⑦
プレーダーツ 準決勝
７.00BプレミアリーグHL
18/19 第3戦・決勝
６.30 桑田泉ゴルフ6⑥
８.00AWWE スマックダウン
６.00★XBFIA フォーミュラE ７.00BFIA フォーミュラE選手権 ７.00AWWE ロウ#1342
18/19 第4戦・予選
#1017
選手権 18/19 第4戦
10.00★XWWE ロウ#1343
▽８.30 第4戦・決勝
10.00★XAWWE スマックダウン
・決勝「メキシコシティ」
▽英語版
「メキシコシティ」
#1018 英語版
９.00Aクラッシュドアイス  第2戦
１.15Bスーパーラグビー2019
10.30AWWE スマックダウン
10.00AWWE スマックダウン
▽第1節-2
「ブルーズ× ０.15 プレミアリーグ  20min
#1016
１.00Bスーパーラグビー2019
#1016
クルセイダーズ」
「チーフス×ハイランダーズ」
０.00B18/19 プレミアリーグ ０.30Bスーパーラグビー2019 ３.15 プレミアリーグ  20min
▽第1節-3「ヒトコム サン ３.35KCycle*2018
３.00★K第39回全国中学校スケ
▽第26節-5
「マンチェス
ウルブズ×シャークス」
ート大会 スピード競技
ターC×チェルシー」
ブエルタ・ア・エスパー
▽４.00 フィギュア競技
２.00★KISU四大陸フィギュア ３.15 スーパーラグビー珍好プレー
ニャ 第16ステージ
３.30KCycle*2018
「男子シングル フリー」
スケート選手権2019
（個人タイムトライアル）
ブエルタ・ア・エスパー
▽６.30 フィギュア競技
「男子フリースケーティング」
「サンティリャーナ・デル
ニャ 第15ステージ
「女子シングル フリー」
▽６.00「エキシビション」
・マル～トレラベガ」
「リベラ・デ・アリバ～ ６.00★AWWE スマックダウン ９.00AMobil 1 The Grid①
９.00BプレミアリーグHL
ラゴス・デ・コバドンガ」
９.30 ダカールラリー'19 総集編
10.00 The REAL  フットサル
#1017
11.00★XKCycle*2019
11.00 フットサル Fリーグ 18/19 ６.00★AWWE ロウ#1342
８.00 フットサル Fリーグ
ブエルタ・ア・アンダル
▽プレーオフ準決勝 第2戦
18/19  プレーオフ準決
シア 第1ステージ
１.00 高校バスケ ウインターカ ９.00Kスキージャンプ FIS W杯
勝 第2戦
18/19 男子ラージヒル 10.00 HOOP!～学生バスケ情報①
（開始時刻変更あり）
ップ'18  女子3回戦
「ビリンゲン/ドイツ」
１.30AMobil 1 The Grid①
「四日市商業×高知中央」
10.30KBOOMER#106
２.00AWWE スマックダウン
▽２.45「聖カタリナ学園 11.15 HAKA集◇30 桑田泉6⑥ 11.00 WWE ロウ#1343
（0.00～6.00放送休止）
#1018 英語版
×津幡」

（〜4.30）
▽英語版
（〜2.00）

４.00 高校バスケ ウインターカ
ップ2018  女子3回戦
「桜花学園×浜松開誠館」
（5.45〜6.00放送休止）
６.00Aスマックダウン#1017
８.00Bスーパーラグビー'19「ヒトコ
ム サンウルブズ×シャークス」
10.45 スーパーラグビー珍好プレー
11.00BFIA フォーミュラE選手権
18/19 第4戦・決勝
１.00KCycle*2018 ブエルタ
・ア・エスパーニャ
▽第17ステージ◇HAKA
７.00BプレミアリーグHL
８.00AWWE ロウ#1342
11.00★XKCycle*2019 ブエ
ルタ・ア・アンダルシア
▽第2ステージ（時刻変更
あり）◇KBOOMER#106
２.00 高校バスケ ウインターカ
ップ'18  女子3回戦
「昭和学院×長崎女子」
▽３.45「明星学園×京都
精華学園」

（〜5.30）
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６.00AWWE ロウ#1342
９.00Bスーパーラグビー2019
▽第1節-1
「チーフス×
ハイランダーズ」
11.00KCycle*2018
ブエルタ・ア・エスパー
ニャ 第18ステージ
▽１.00 第19ステージ
３.00K第39回全国中学校スケー
ト大会 スピード競技
▽４.00 フィギュア競技
「男子シングル フリー」
▽６.30 フィギュア競技
「女子シングル フリー」
９.00AWWE スマックダウン
#1017
11.00★XKCycle*2019
ブエルタ・ア・アンダル
シア 第3ステージ
（開始時刻変更あり）
１.30BプレミアリーグHL
２.30 高校バスケ ウインターカ
ップ2018  女子3回戦
「聖和学園×岐阜女子」

23

４.15 高校バスケ ウインター
カップ2018
▽男子2回戦「帝京長岡
×日本体育大学柏」
６.00Aクラッシュドアイス'19
▽第1戦「横浜」
７.00AWWE ロウ#1341

14

５.30 結束！◇The REAL
６.00AWWE ロウ#1340
９.00 第97回全日本スキー選 ７.00 The REAL  フットサル
手権大会アルペン競技会 ８.00AWWE ロウ#1340
11.00★X野球好き楽天キャンプ
男女スラロームHL
in 久米島（休息日の場合は
11.00★X野球好き楽天キャンプ
別番組/延長の場合あり）
in 久米島（休息日の場合は
別番組/延長の場合あり） ２.00 プレミアリーグ  20min
２.00Kスキージャンプ FIS W杯 ２.20★Xフットサル Fリーグ
18/19
18/19 男子フライング
▽第32節
ヒル「オーベルストドルフ」
「すみだ×北海道」
４.15 スーパーラグビー珍好プレー
「名古屋×湘南」
４.30BCycle*2019
「町田×大阪」
ツアー・ダウンアンダー
９.30★フットサル Fリーグ
▽第6ステージ
18/19 第32節-1
９.00 The REAL  フットサル
「立川・府中×仙台」
10.00AWWE スマックダウン
11.30 桑田泉ゴルフ6⑥
#1015
０.00 高校バスケ ウインター
０.00BプレミアリーグHL
カップ2018〜
１.00 プレミアリーグ  20min
▽男子2回戦「前橋育英
「第25節-1～3」
×岡山商科大学附属」
２.00 高校バスケ ウインターカ
▽１.45「明成×豊浦」
ップ'18  男子2回戦
▽３.30「能代工業×別府
「東山×福岡第一」
溝部学園」
▽３.45「北陸×飛龍」

26

４.15 高校バスケ ウインターカ ５.15BFIA フォーミュラE選手権 ６.00AWWE ロウ#1342
６.00 The REAL
ップ2018  男子3回戦
18/19 第4戦・決勝
９.00Kアルペンスキー FIS W杯 ７.30Aワールドラグビー⑧
「開志国際×桜丘」
「メキシコシティ」
18/19  男子 ジャイアン ８.00B18/19 イングランド プ
６.00Aクラッシュドアイス  第2戦 ７.15KCycle*2018
レミアリーグ  第27節-2
トスラローム「バンスコ」
７.00KBOOMER#107
10.00★XWWE ロウ#1344
ブエルタ・ア・エスパー ０.00KCycle*2018
７.30 蹴球日本代表監督史⑱
▽英語版
ニャ 第21ステージ
パリ～トゥール
10.00AWWE ロウ#1342
１.15 新古今HAKA集
11.15AWWE スマックダウン
２.00KCycle*2018
１.00KCycle*2018
#1017
ハンマーシリーズ 香港 １.30 Cycle*2018
ブエルタ・ア・エスパー １.15 セレクション
ジャパンカップ
▽ハンマースプリント＆
ニャ 第20ステージ
▽サイクルロードレース
ハンマーチェイス
５.00★K第68回全国高校フィ
３.00 ラグビーW杯2019物語
６.00★AWWE ロウ#1343
ギュアスケート競技大会 ５.50★Xフットサル Fリーグ
９.00 プロ野球R  キャンプ篇v ４.00B18/19 イングランド プ
▽男子シングル
レミアリーグ  第27節-1
18/19  プレーオフ決勝 ９.30 結束！侍ジャパン
▽８.00 女子シングル
第2戦「リーグ戦1位×
10.00BFIM スーパーバイク世界 ６.00★AWWE スマックダウン
11.00★XKCycle*2019
#1018
準決勝勝利」
選手権2019 第1戦
ブエルタ・ア・アンダル ９.00Bプレミア プレビュー
「フィリップアイランド」 ８.00B18/19 イングランド プ
シア 第4ステージ
レミアリーグ  第27節-4
９.30★XKCycle*2019
０.00BプレミアリーグHL
（開始時刻変更あり）
ブエルタ・ア・アンダル １.00 プレミアリーグ  20min 10.00★KENJIの部屋
１.30 フットサル Fリーグ 18/19
▽町田樹 特別編
シア 第5ステージ
「第27節-1～3」
▽プレーオフ決勝 第1戦
（開始時刻変更あり）
２.00 高校バスケ ウインターカ ０.00B18/19 プレミアリーグ
「リーグ戦1位×準決勝勝利」 １.30 フットサル Fリーグ
▽第27節-5
「マンチェス
ップ'18  男子3回戦
３.30 高校バスケ ウインターカ
ターU×リヴァプール」
18/19  プレーオフ決勝
「延岡学園×東海大付属諏訪」
ップ2018  男子3回戦
第2戦「リーグ戦1位×
▽３.45「飛龍×福岡第一」 ２.00 WWE ロウ#1344
「羽黒×実践学園」
▽英語版
準決勝勝利」
 （〜4.00）
（〜5.30）

27

21

28

５.00AMobil 1 The Grid①
４.45★XB18/19 イングラン
（5.30〜6.00放送休止）
ド プレミアリーグ
６.00 ラグビーW杯2019物語
▽第28節-5
「チェルシー
７.00AMobil①◇KBOOMER#107
×トッテナム」
８.00B18/19 イングランド プ ７.30 HOOP!～学生バスケ情報③
レミアリーグ  第27節-1 ８.00K第39回全国中学校スケー
10.00★XAWWE スマックダウン
ト大会 スピード競技
#1019 英語版
▽９.00 フィギュア競技
０.15Bスーパーラグビー2019
「男子シングル フリー」
▽第2節-1「ヒトコム サン
▽11.30 フィギュア競技
ウルブズ×ワラターズ」
「女子シングル フリー」
３.00Aクラッシュドアイス  第3戦 ２.00AWWE スマックダウン
４.00 セレクション
#1018
４.00 セレクション
６.00 KENJIの部屋
▽町田樹 特別編
８.00B18/19 イングランド
８.00 セレクション
プレミアリーグ  第28節
10.00AWWE ロウ#1343
10.00 The REAL
１.00 KENJIの部屋
11.30 結束！侍ジャパン
▽町田樹 特別編
０.00 セレクション
３.00 高校バスケ ウインターカ
ップ2018  男子3回戦
２.00AWWE スマックダウン
「八王子×帝京長岡」
#1019 英語版（〜4.00）
（〜4.45）

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）

※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。
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