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（J SPORTS 2）※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。

７.00　第68回 全日本大学野球
選手権�

	 ▽準決勝-1
10.00　第68回 全日本大学野球

選手権�
	 ▽準決勝-2
１.00　第68回 全日本大学野球

選手権�
	 ▽決勝
	 ～神宮球場
５.00　我らワールド観戦塾④
５.30KBOOMER#112
６.00AFIBA 3x3 WツアーHL
６.30　HOOP!～学生バスケ情報⑧
７.00BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/29）」
10.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019��
	 ▽グループB	

「南アフリカ×ドイツ」	
▽１.00 グループB	
「中国×スペイン」

３.30AWラグビー�	（〜4.00）

７.30　我らワールド観戦塾③
８.00　プロ野球
	 「オリックス×ロッテ

（7/2）」
11.30KBOOMER#111
０.00　フィットネス⑯◇結束！�
１.00　第68回 全日本大学野球

選手権④
	 ▽第2日	1回戦「大阪体育

大学×高知工科大学」	
▽４.00 「福岡大学×星槎
道都大学」～神宮球場

７.00BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019�

	 ▽準決勝
10.00BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/2）」
１.30　Cycle*2019  月チャリ
２.30　RWC2019の歩き方
２.45KBOOMER#111
３.15　Foot!　THURSDAY
３.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019�
	 ▽準決勝

７.30　HOOP!～学生バスケ情報⑦
８.00　プロ野球
	 「オリックス×ロッテ

（7/3）」
	 ～京セラドーム大阪

11.20　MLB Players③◇30 情報
０.00　フィットネス⑰◇30 情報
１.00　第68回 全日本大学野球

選手権⑥⑦
	 ▽第1日	1回戦「大阪工業

大学×創価大学」	
▽４.00 「佛教大学×八戸
学院大学」～東京ドーム

７.00BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019�

	 ▽準決勝
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/3）」
２.00AスマックダウンHL#1036
３.00　2011 ダーツ ワールド

グランプリ　準決勝
（〜4.00）

６.00　Foot!　THURSDAY
６.30BFIM スーパーバイク世界

選手権2019　第7戦
８.30　我らワールド観戦塾③
９.00　プロ野球
	 「オリックス×ロッテ

（7/4）」
０.30　Foot!　THURSDAY
１.00　第68回 全日本大学野球

選手権⑧　第1日	1回戦	
「東日本国際大学×愛知
工業大学」～東京ドーム

４.00AWWE ロウHL#1361
５.00★'12 ワールドダーツ チャ

ンピオンシップ		準々決勝
５.55★Xプロ野球
	 「中日×ヤクルト」
	 （試合終了まで放送）
10.00★Foot!　FRIDAY
10.30　デイリーサッカーGFoot!
０.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽準決勝
３.00AMobil 1⑩◇AWラグビー�

４.00AMobil 1 The Grid⑩
４.30　プロ野球
	 「オリックス×ソフトバ

ンク（7/5）」
８.00　プロ野球
	 「中日×ヤクルト（7/5）」
11.30　HOOP!～学生バスケ情報⑦
０.00　デイリーサッカーGFoot!
１.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽準決勝◇ボディビルTV
４.45　MLB Players③
４.55　MLBイッキ見！⑭◇情報
５.55★Xプロ野球
	 「中日×ヤクルト」
	 （試合終了まで放送）
10.00AFIA 世界耐久選手権HL
	 ▽第8戦（最終戦）
11.00　スーパーフォーミュラ
11.15　Foot!　FRIDAY
11.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019�
	 ▽3位決定戦
３.30　Foot!　THURSDAY

４.00　'12 ワールドダーツ チャ
ンピオンシップ		準々決勝

５.00　結束！侍ジャパン�
５.30　プロ野球
	 「中日×ヤクルト（7/6）」
８.55　The REAL		サッカー特集
９.55AWWE ロウHL#1361
10.55BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽3位決定戦
１.55★Xプロ野球
	 「中日×ヤクルト」
	 （試合終了まで放送）
６.00　The REAL
７.00BFIM スーパースポーツ世

界選手権2019　第7戦
８.00★XBFIM スーパースポー

ツ世界選手権2019
	 ▽第8戦「ドニントンパーク」
10.00　RWCの歩き方◇15 Foot!
10.45　The REAL		サッカー特集
11.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019�
	 ▽決勝	 （〜4.00）

４.00　'12 ワールドダーツ チャ
ンピオンシップ		準々決勝

５.00　第68回 全日本大学野球
選手権⑭⑮

	 ▽第3日	2回戦	
▽８.00 第3日	2回戦

	 ～神宮球場
11.00AWWE ロウHL#1362
０.00　情報
０.30KBOOMER#111
１.00　IFSC クライミングワー

ルドカップ 2019
	 ▽リード	第2戦
４.00　Foot!　THURSDAY
４.30　情報
５.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽決勝
９.00　MLBイッキ見！⑮◇情報
10.00BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/13）」
１.30　ラグビーW杯物語⑤
３.00　The REAL	 （〜4.00）

４.00　'12 ワールドダーツ チャ
ンピオンシップ		準々決勝

５.00　ラグビー物語⑤◇Foot!
７.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/対戦カー

ド未定」（延長の場合あり）
２.00AWWE ロウHL#1363
３.00　我ら④◇ラグビー物語⑤
５.00Bザ・ラグビーチャンピオ

ンシップ2019①「南アフ
リカ×オーストラリア」

７.15　SUPER GTダイジェスト
７.30Aワールドラグビー�
８.00★XBDTMドイツツーリ

ングカー選手権 2019
	 ▽第5戦・決勝	

「アッセン（オランダ）」
10.00BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/20）」
１.30　HOOP!～学生バスケ情報⑦
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）

６.55★バドミントン ワールド
ツアー ジャパンオープン
2019

	 ▽準決勝-2
10.55　ダンス！華麗なる闘い
11.55AWWE ロウHL#1364
０.55　MLBイッキ見！⑰◇情報
１.55★Xプロ野球
	 「中日×横浜DeNA」
	 ～ナゴヤドーム
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）

６.00　Foot!　THURSDAY
６.30KBOOMER#112
７.00★バドミントン ワールド

ツアー ジャパンオープン
2019　決勝

２.00　'12 ワールドダーツ チャ
ンピオンシップ		準々決勝

３.00BFIM スーパースポーツ世
界選手権2019　第8戦	
「ドニントンパーク」

（〜4.00）

７.00★第1回番組審議会
７.05　プロ野球
	 「中日×広島（7/9）」
10.30　情報◇フィットネス⑲
11.30　第68回 全日本大学野球

選手権⑩　第2日	1回戦	
「東海大学×立命館大学」

２.30BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019②

	 ▽グループA「ノルウェー
×ナイジェリア」

５.00　情報◇30 RWCの歩き方
５.45　スーパーフォーミュラ
５.55★Xプロ野球
	 「中日×広島」
	 ～ナゴヤドーム
	 （試合終了まで放送）
10.00★BFIBA U19 バスケット

ボールワールドカップ  
2019　準決勝-1	
▽０.00 準決勝-2

２.00BFIM スーパーバイク世界
選手権2019　第8戦

（〜4.00）

６.00KBOOMER#111◇30 情報
７.00　プロ野球
	 「中日×広島（7/10）」
10.30　情報◇フィットネス⑳
11.30　第68回 全日本大学野球

選手権⑪　第2日	1回戦	
「環太平洋大学×宮崎産
業経営大学」

２.30BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019③

	 ▽グループB	
「ドイツ×中国」

５.00BMLB中継
	 「オールスターゲーム

（7/9）」（延長の場合あり）
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30★BFIBA U19 バスケット

ボールワールドカップ  
2019　決勝

１.00AスマックダウンHL#1037
２.00　The REAL
３.00BFIM スーパースポーツ世

界選手権2019　第8戦
（〜4.00）

５.30　Foot!　THURSDAY
６.00　情報◇30 MOTOR#275
７.00　第68回 全日本大学野球

⑫⑬　第2日	2回戦	
▽10.00 第3日	2回戦

１.00　情報◇Foot!◇情報
２.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019④
	 ▽グループB	

「スペイン×南アフリカ」
５.00　'12 ワールドダーツ チャ

ンピオンシップ		準々決勝
６.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽準決勝
９.00KBOOMER#111◇HOOP!⑦
10.00　デイリーサッカーGFoot!
11.00AWWE ロウHL#1362
０.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑤⑥
	 ▽グループC「オースト

ラリア×イタリア」	
▽２.30 グループC	
「ブラジル×ジャマイカ」

５.00BFIBA U19 バスケット
ボールワールドカップ 
2019

	 ▽決勝
７.30　Foot!　MONDAY
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　Foot!　THURSDAY
３.30　ラグビーW杯物語⑤
５.00　IFSC クライミングワー

ルドカップ 2019
	 ▽リード	第1戦
８.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019��
	 ▽準決勝	

▽11.00 3位決定戦

２.00Aエアレース'19　第2戦	
「カザン（ロシア）」

３.00AMobil 1 The Grid⑪
３.30　HOOP!～学生バスケ情報⑦

６.00　'12 ワールドダーツ チャ
ンピオンシップ		準々決勝

７.00　ダンス！華麗なる闘い
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）
３.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑪
	 ▽グループF	

「アメリカ×タイ」
５.30　ボディビルTV
５.45　MLB Players③
５.55★Xプロ野球
	 「中日×阪神」
	 （試合終了まで放送）
	 （番組変更の場合あり）
10.00BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/16）」
１.00　HOOP!⑦◇AWラグビー�
２.00BFIM スーパースポーツ世

界選手権2019　第8戦
３.00　我らワールド観戦塾④
３.30KBOOMER#111	（〜4.00）

６.00AMobil 1 The Grid⑪
６.30　ラグビーW杯物語⑤
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　第68回 全日本大学野球

選手権⑰
	 ▽第3日	2回戦
	 ～東京ドーム
６.00　The REAL
７.00　IFSC クライミングワー

ルドカップ 2019
	 ▽リード	第2戦
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/17）」
２.00AWWE スマックダウン 

ハイライト#1038
３.00　2012 ワールドダーツ 

チャンピオンシップ
	 ▽準々決勝	 （〜4.00）

６.00　Foot!　THURSDAY
６.30　第68回 全日本大学野球

選手権⑱⑲
	 ▽第3日	2回戦	

▽９.30 第3日	2回戦
０.30　MOTOR#276◇１.00 情報
１.30　フィットネス②◇情報
２.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑫
	 ▽グループF	

「チリ×スウェーデン」
５.00★'12 ワールドダーツ チャ

ンピオンシップ		準々決勝
６.00BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/18）」
９.30BFIM スーパーバイク世界

選手権2019　第9戦	
「ラグナセカ（アメリカ）」

11.30　プロ野球
	 「楽天×ソフトバンク

（7/19）」
２.30　我らワールド観戦塾④
３.00Aエアレース'19　第2戦

４.00　HOOP!⑦◇30 結束！�
５.00　第43回 日米大学野球選

手権大会　第1戦	
「日本×アメリカ」	
▽８.30 第2戦	
「アメリカ×日本」

０.00　The REAL
１.00　ラグビー ナビ◇20 Foot!
１.50　セレクション

４.30BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019⑬

	 ▽グループA	
「フランス×ノルウェー」

７.00BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/19）」
10.30　Foot!　THURSDAY
11.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑭⑮
	 ▽グループA	

「ナイジェリア×韓国」	
▽１.30 グループB	
「ドイツ×スペイン」

６.00　ダンス！華麗なる闘い
７.00　'12 ワールドダーツ チャ

ンピオンシップ		準々決勝
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）
３.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽グループE「カナダ×

ニュージーランド」
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×西武」
	 ～楽天生命パーク
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/24）」
２.00AWWE スマックダウン 

ハイライト#1039
３.00　The REAL	 （〜4.00）

６.00　Foot!◇30 HOOP!⑧
７.00　The REAL
８.00　プロ野球
	 「楽天×西武（7/25）」
11.30　第68回 全日本大学野球

選手権�　準々決勝-3
２.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽グループE	

「オランダ×カメルーン」
５.00　'12 ワールドダーツ チャ

ンピオンシップ		準々決勝
５.55★Xプロ野球
	 「中日×横浜DeNA」
	 （試合終了まで放送）
10.00BFIM スーパーバイク世界

選手権2019　第9戦	
「ラグナセカ（アメリカ）」

０.00BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019�

	 ▽グループF	
「アメリカ×チリ」

２.30Aエアレース'19　第2戦
３.30Aワールドラグビー�

４.00　結束！侍ジャパン�
４.30KBOOMER#112
５.00　'12 ワールドダーツ チャ

ンピオンシップ		準々決勝
６.00　我らワールド観戦塾④
６.30　プロ野球
	 「中日×横浜DeNA

（7/26）」
９.55　第90回 都市対抗野球大会
	 ▽第13日	決勝
１.55★Xプロ野球
	 「中日×横浜DeNA」
	 （試合終了まで放送）
６.00　HOOP!～学生バスケ情報⑧
６.30AFIBA 3x3 WツアーHL
７.00★バドミントン ワールド

ツアー ジャパンオープン
2019　準決勝-1

０.00　プロ野球
	 「中日×横浜DeNA

（7/27）」
３.30　SUPER GTダイジェスト
３.55　第68回 全日本大学野球

選手権�　準々決勝-4

９.00　第68回 全日本大学野球
選手権⑳

	 ▽準々決勝-1
	 ～神宮球場
０.00　第68回 全日本大学野球

選手権�
	 ▽準々決勝-2
	 ～神宮球場
３.00　Foot!　THURSDAY
３.30　セレクション

５.30BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019⑯

	 ▽グループB	
「南アフリカ×中国」

８.00BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019⑰

	 ▽グループC「オースト
ラリア×ブラジル」

10.30BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019⑳

	 ▽グループD	
「日本×スコットランド」

（1.00〜7.00放送休止）

７.00AMobil 1 The Grid⑫
７.30　MOTOR GAMES#277
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）
３.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑱
	 ▽グループC	

「ジャマイカ×イタリア」
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×西武」
	 ～楽天生命パーク
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00★第90回 都市対抗野球大

会�
	 ▽準々決勝-4
	 ～東京ドーム
１.30BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/22）」
（〜5.00）

６.30　第90回 都市対抗野球大
会��

	 ▽準々決勝-2	
▽10.00 準々決勝-3

	 ～東京ドーム
１.30　情報
２.00　フィットネス③◇30 情報
３.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑲
	 ▽グループD「イングラン

ド×アルゼンチン」
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×西武」
	 ～楽天生命パーク
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00★第90回 都市対抗野球大

会�
	 ▽準決勝-2
	 ～東京ドーム
１.30BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/23）」
（〜4.30）

６.00　デイリーサッカーGFoot!
７.00　プロ野球
	 「中日×阪神（6/30）」
	 ～ナゴヤドーム
10.30　情報
11.00　簡単フィットネス⑮
11.30　情報
０.00　The REAL
	 ▽サッカー特集
１.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019 
�～�

	 ▽準々決勝	
▽４.00 準々決勝	
▽７.00 準々決勝

10.00★Foot!　MONDAY
10.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽準々決勝
１.30　Foot!　MONDAY
２.00　The REAL
	 ▽サッカー特集
３.00　The REAL	 （〜4.00）

５.30　情報
６.00　Foot!　MONDAY
６.30　第68回 全日本大学野球

選手権①②
	 ▽第1日	1回戦「上武大学

×福井工業大学」	
▽９.30 「中京学院大学×
桐蔭横浜大学」

０.30　情報
１.00　第68回 全日本大学野球

選手権③　第1日	1回戦	
「近畿大学工学部×東京
農業大学北海道」

４.00　情報
４.30KBOOMER#111◇情報
５.15　MOTOR GAMES#274
５.45BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/1）」
９.15　セレクション

３.15　Foot!　MONDAY
３.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019�
	 ▽準決勝

５.30　情報
６.00　デイリーサッカーGFoot!
７.00　プロ野球
	 「中日×ヤクルト（7/7）」
	 ～ナゴヤドーム
10.25　情報
10.55BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019��
	 ▽3位決定戦	

▽１.55 決勝
５.55★Xプロ野球
	 「中日×広島」
	 ～ナゴヤドーム
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00★Foot!　MONDAY
10.30BMLB中継
	 「オールスターフューチ

ャーズゲーム（7/7）」
２.00　The REAL
	 ▽サッカー特集
３.00　2012 ワールドダーツ 

チャンピオンシップ
	 ▽準々決勝	 （〜4.00）

６.00　Foot!　MONDAY
６.30　結束！侍ジャパン�
７.00　プロ野球
	 「中日×広島（7/8）」
10.30　情報◇フィットネス⑱
11.30　第68回 全日本大学野球

選手権⑨　第1日	1回戦	
「大阪商業大学×日本文理
大学」～東京ドーム

２.30BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019①

	 ▽グループA	
「フランス×韓国」

５.30　情報◇45 新古今HAKA集
５.55★Xプロ野球
	 「中日×広島」
	 ～ナゴヤドーム
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00BMLB中継
	 「ホームランダービー

（7/8）」
１.15　ラグビーW杯物語⑤
２.45　RWCの歩き方	（〜3.00）

６.00　Foot!◇KBOOMER#111
７.00　The REAL
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）
０.00　簡単フィットネス①
０.30　ラグビーW杯ナビ
０.55BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑦⑧
	 ▽グループD「イングラ

ンド×スコットランド」	
▽３.25 グループD	
「アルゼンチン×日本」

５.55★Xプロ野球
	 「中日×阪神」
	 （試合終了まで放送）
10.00BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/14）」
１.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑨
	 ▽グループE「カナダ×

カメルーン」	 （〜4.00）

６.00AMobil 1 The Grid⑪
６.30AFIBA 3x3 W杯 2019 HL
７.00Aエアレース'19　第2戦
８.00　プロ野球
	 「中日×阪神（7/15）」
11.30　結束！侍ジャパン�
０.00　第68回 全日本大学野球

選手権⑯　第2日	2回戦
３.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑩
	 「ニュージーランド×オ

ランダ」
５.30　スーパーフォーミュラ
５.40　ボディビルTV
５.55★Xプロ野球
	 「中日×阪神」
	 （試合終了まで放送）
10.00　結束！�◇KBOOMER#111
11.00　第43回 日米大学野球選

手権大会
	 ▽第1戦「日本×アメリカ」
２.30Aエアレース'19　第2戦
３.30AFIBA 3x3 Wツアー 

ハイライト	 （〜4.00）

６.00　ダンス！華麗なる闘い
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）
０.00　プロ野球
	 「中日×横浜DeNA

（7/28）」
	 ～ナゴヤドーム
３.30　The REAL

５.00BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019 
�～�

	 ▽グループF	
「スウェーデン×タイ」	
▽７.30 グループA	
「ナイジェリア×フランス」	
▽10.00 グループA	
「韓国×ノルウェー」

０.30KBOOMER#112
（1.00〜7.00放送休止）

５.50　The REAL
６.50　The REAL
８.20AFIBA 3x3 WツアーHL
８.50　Foot!　THURSDAY
９.20★Xインターハイ2019 

全国高校総合体育大会サ
ッカー　男子	準決勝-1

11.30KBOOMER#112◇我ら④
０.30　RWCの歩き方◇HOOP!⑧
１.15★Xインターハイ2019 

全国高校総合体育大会バ
スケットボール競技大会

	 ▽男子	準々決勝
５.30★インターハイ2019 全国

高校総合体育大会バスケ
ット　男子	準々決勝-1	
▽７.15 男子	準々決勝-2

９.00　インターハイ2019 全国
高校総合体育大会サッカー

	 ▽男子	準決勝-1	
▽11.00 男子	準決勝-2

１.00BMLB中継
	 「対戦カード未定

（7/30）」	 （〜4.30）
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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。


