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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。

４.45　RWCの歩き方◇HOOP!⑦
５.30　プロ野球
	 「中日×阪神（6/29）」
９.00AWWE ロウHL#1360
10.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽準々決勝
１.00KBOOMER#111
１.30　ラグビーW杯ナビ
１.55★Xプロ野球
	 「中日×阪神」
	 ～ナゴヤドーム
	 （試合終了まで放送）
６.00BFIM スーパースポーツ世

界選手権2019　第7戦
７.00　MLBイッキ見！⑬◇情報
８.00BMLB中継
	 「レッドソックス×ヤン

キース（6/29）」
11.00★XBMLB中継
	 「レッドソックス×ヤン

キース」
	 （延長の場合あり）
３.00　The REAL	 （〜4.00）

６.00　デイリーサッカーGFoot!
７.00AMobil 1 The Grid⑧
７.30　結束！侍ジャパン�
８.00　プロ野球
	 「オリックス×日本ハム

（6/2）」
11.30KBOOMER#110
０.00BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019��
	 ▽ラウンド16	

▽３.00 ラウンド16

６.00　我らワールド観戦塾②
６.30BMLB中継
	 「対戦カード未定（6/2）」
10.00★Foot!　MONDAY
10.30　HOOP!～学生バスケ情報⑥
11.00　The REAL
０.00　MLB Players②
０.15★XBFIFA U-20 ワールド 

カップ ポーランド 2019�
	 ▽ラウンド16
３.30　Foot!
	 ▽MONDAY	（〜4.00）

６.00　情報
６.30KBOOMER#110◇情報
７.30　Foot!　MONDAY
８.00BFIFA U-20 ワールドカ

ップ ポーランド 2019 
���

	 ▽ラウンド16	
▽11.00 ラウンド16	
▽２.00 ラウンド16

５.00　情報
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×巨人」
	 ～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　蹴球日本代表監督史⑲
	 ▽ザック	ジャパン編欧州

遠征「フランス×日本」
	 （2012/10/12）
０.15★XBFIFA U-20 ワールド 

カップ ポーランド 2019�
	 ▽ラウンド16
３.30Aワールドラグビー�

（〜4.00）

５.30KBOOMER#110
６.00　情報◇30AMobil 1⑧
７.00BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019�
	 ▽ラウンド16
10.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×巨人（6/4）」
	 ～楽天生命パーク
１.30　結束！�◇AMobil 1⑧
２.30BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019�
	 ▽ラウンド16
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×巨人」
	 ～楽天生命パーク
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019�
	 ▽ラウンド16
１.00AスマックダウンHL#1032
２.00　2011 ワールドマッチ

プレー ダーツ
	 ▽準々決勝	 （〜3.00）

６.00BFIFA U-20 ワールドカッ
プ ポーランド 2019�

	 ▽ラウンド16
９.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×巨人（6/5）」
	 ～楽天生命パーク
０.30BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019�
	 ▽ラウンド16
３.30　情報
４.00KBOOMER#110
４.30AMobil 1 The Grid⑧
５.00　情報
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×巨人」
	 ～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
10.30BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019��
	 ▽ラウンド16	

▽１.30 ラウンド16
（〜4.30）

６.00BFIFA U-20 ワールドカッ
プ ポーランド 2019�

	 ▽ラウンド16
９.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×巨人（6/6）」
	 ～楽天生命パーク
０.30BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019�
	 ▽ラウンド16
３.30　Foot!　THURSDAY
４.00　情報◇30 MOTOR#270
５.00★ダーツ ベストセレクション
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×楽天」
	 ～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!　FRIDAY
10.30　デイリーサッカーGFoot!
０.00　The REAL
１.00　MLB Players②
１.15★XBFIFA U-20 ワールド 

カップ ポーランド 2019�
	 ▽準々決勝

６.30　Foot!　THURSDAY
７.00KBOOMER#110
７.30　MOTOR GAMES#271
８.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×ヤクルト（6/13）」
11.30　情報◇０.00 Foot!
０.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ 2019⑰⑯「オースト
ラリア×ブラジル」	
▽３.00 「南アフリカ×中国」

５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×広島」
	 ～楽天生命パーク
	 （試合終了まで放送）
10.00★Foot!　FRIDAY
10.30　デイリーサッカーGFoot!
０.00　我らワールド観戦塾③
０.30　スポーツクライミング ナビ
０.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019 
⑱⑲　グループC	
「ジャマイカ×イタリア」	
▽３.45 グループD「イン
グランド×アルゼンチン」

６.30　Foot!　THURSDAY
７.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019 
����　グループE	
「オランダ×カナダ」	
▽９.30 グループE「カメル
ーン×ニュージーランド」	
▽０.00 グループF	
「タイ×チリ」	
▽２.30 グループF「スウ
ェーデン×アメリカ」

５.00★ダーツ ベストセレクション
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×日本ハム」
	 ～ナゴヤドーム
	 （試合終了まで放送）
10.00★Foot!　FRIDAY
10.30　デイリーサッカーGFoot!
０.00AWWE ロウHL#1359
１.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽グループD	

「日本×イングランド」
３.30AMobil 1 The Grid⑨

７.00　Foot!◇30 HOOP!⑦
８.00　プロ野球～セ・パ交流戦 

セレクション
11.30　情報◇０.00 Foot!
０.30AFIBA 3x3 WツアーHL
１.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽準々決勝
４.00　ダーツ ベストセレクション
５.00　情報
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×ロッテ」
	 ～楽天生命パーク
	 （試合終了まで放送）
10.00★Foot!　FRIDAY
10.30　デイリーサッカーGFoot!
０.00AWWE ロウHL#1360
１.00　蹴球日本代表監督史⑭
	 ▽オシム	ジャパン編	

「日本×サウジアラビア」
３.30　SUPER GTダイジェスト
３.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019�
	 ▽準々決勝

６.00　デイリーサッカーGFoot!
７.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑤～⑦
	 ▽グループC「オースト

ラリア×イタリア」	
▽９.30 グループC	
「ブラジル×ジャマイカ」	
▽０.00 グループD「イング
ランド×スコットランド」

２.30　情報◇３.00 セレクション
５.30BMLB中継
	 「対戦カード未定（6/9）」
９.00　MLBイッキ見！⑩◇情報
10.00★Foot!◇KBOOMER#110
11.00　The REAL
	 ▽FIFA	女子	ワールドカップ
０.00　結束！侍ジャパン�
０.30　スポーツクライミング ナビ
０.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019
⑧⑨　グループD	
「アルゼンチン×日本」	
▽３.45 グループE	
「カナダ×カメルーン」

６.30　Foot!　MONDAY
７.00AMobil 1⑨◇30 結束！�
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 2019⑧
	 「アルゼンチン×日本」
５.30　MLB Players②
５.45★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×ヤクルト」
	 ～ヨーク開成山スタジアム
	 （試合終了まで放送）
10.00BFIM スーパーバイク世界

選手権2019　第6戦
０.00　ラグビーW杯ナビ
０.15★XBFIFA U-20 ワールド 

カップ ポーランド 2019�
	 ▽準決勝
３.45★XBFIFA 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」

６.30KBOOMER#110
７.00　Cycle*2019  月チャリ
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★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×ヤクルト」
	 ～楽天生命パーク
	 （試合終了まで放送）
10.00　The REAL
11.00AスマックダウンHL#1033
０.00Aワールドラグビー�
０.30　SUPER GTダイジェスト
０.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019
⑮⑬　グループB	
「ドイツ×スペイン」	
▽３.45 グループA	
「フランス×ノルウェー」

６.15　セレクション
９.00BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019��
	 ▽準決勝	

▽０.00 準決勝
３.00BFIFA 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」
５.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×ヤクルト」
	 ～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
10.30AWWE ロウHL#1358
11.30　ラグビーW杯物語④
０.30　MLB Players②
０.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019
⑰⑯　グループC「オー
ストラリア×ブラジル」	
▽３.45 グループB	
「南アフリカ×中国」

６.00　デイリーサッカーGFoot!
７.00KBOOMER#110
７.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019⑱�
	 「ジャマイカ×イタリア」	

▽10.00 「カナダ×ニュー
ジーランド」◇０.30 情報

１.00BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019��

	 「スウェーデン×タイ」	
▽３.30 「アメリカ×チリ」

６.00BFIFA U-20 ワールドカッ
プ ポーランド 2019�

	 ▽決勝
10.00★Foot!◇MLBイッキ見！⑪
11.15　情報◇KBOOMER#110
０.00　RWC2019の歩き方
０.15　Foot!　MONDAY
０.45★XBFIFA 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」	
▽３.45 グループA「ナイ
ジェリア×フランス」

６.30　Foot!　MONDAY
７.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019 
����　グループB	
「中国×スペイン」	
▽９.30 グループB	
「南アフリカ×ドイツ」	
▽０.00 グループA	
「韓国×ノルウェー」	
▽２.30 グループA	
「ナイジェリア×フランス」

５.00　情報◇30 ラグビー ナビ
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×西武」
	 （試合終了まで放送）
10.00BFIM スーパーバイク世界

選手権2019　第6戦
０.00　結束！侍ジャパン�
０.30　蹴球日本代表監督史⑲
	 ▽ザック	ジャパン編
２.45　The REAL
３.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019�
	 「イタリア×ブラジル」

６.30AMobil 1 The Grid⑨
７.00　Cycle*2019  月チャリ
８.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×西武（6/18）」
11.00　情報
11.15　スポーツクライミング ナビ
11.30　MOTOR GAMES#272
０.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ 2019��「ジャマイ
カ×オーストラリア」	
▽２.30  
「イタリア×ブラジル」

５.00　SUPER GT◇25 情報
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×西武」
	 （試合終了まで放送）
10.00AスマックダウンHL#1034
11.00BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019�
	 ▽決勝
３.00KBOOMER#110◇MLB②
３.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019�
	 「日本×イングランド」

６.30　Foot!　THURSDAY
７.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×西武（6/19）」
10.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ 2019���
	 「日本×イングランド」	

▽０.30 「スコットランド
×アルゼンチン」	
▽３.00  
「日本×イングランド」

５.30　情報◇MLB Players②
５.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×西武」
	 （試合終了まで放送）
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30BFIM スーパースポーツ世

界選手権2019　第6戦
11.30　The REAL◇MLB②
０.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019
��　グループE	
「オランダ×カナダ」	
▽３.45 グループF	
「スウェーデン×アメリカ」

６.00BFIM スーパースポーツ世
界選手権2019　第7戦

７.00　Foot!　MONDAY
７.30　MOTOR GAMES#273
８.00　The REAL
９.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019��
	 ▽ラウンド16	

▽０.00 ラウンド16
３.00　フィットネス⑫◇30 情報
４.00AMobil 1⑩◇30 情報
４.45　MLB Players②◇情報
５.30　プロ野球～セ・パ交流戦 

セレクション
10.00　IFSC クライミングワー

ルドカップ 2019
	 ▽ボルダリング	第6戦
１.30　蹴球日本代表監督史⑪
	 ▽ジーコ	ジャパン編	

キリンカップ2004	
「日本×アルゼンチン」

３.45★XBFIFA 女子 ワールド
カップ フランス 2019�

	 ▽ラウンド16

７.00　GTV④
８.00AFIA 世界耐久選手権HL
	 ▽第8戦（最終戦）
９.00　プロ野球～セ・パ交流戦 

セレクション
０.30　簡単フィットネス⑬
１.00AWWE スマックダウン 

ハイライト#1035
２.00AFIBA 3x3 WツアーHL
２.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽ラウンド16
５.30　プロ野球～セ・パ交流戦 

セレクション

10.00BFIFA 女子 ワールドカッ
プ フランス 2019�

	 ▽ラウンド16

（1.00〜7.00放送休止）

７.00AWラグビー�◇30 情報
８.00　プロ野球～セ・パ交流戦 

セレクション
11.30　情報
０.00　簡単フィットネス⑭
０.30　情報
１.00BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019�
	 ▽決勝
５.00　情報
５.30　プロ野球～セ・パ交流戦 

セレクション
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30　蹴球日本代表監督史⑫
	 ▽ジーコ	ジャパン編国際

親善試合「日本×ドイツ」
１.00　蹴球日本代表監督史⑬
	 ▽オシム	ジャパン編	

キリンカップ'06「日本
×トリニダード・トバゴ」

３.30　ラグビーW杯ナビ
３.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019�
	 ▽準々決勝

４.00　結束！�◇AWラグビー�
５.00　ダーツ ベストセレクション
６.00　結束！侍ジャパン�
６.30　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×日本ハム（6/21）」
９.55　情報
10.25★AFIBA 3x3 WツアーHL
10.55　デイリーサッカーGFoot!
０.25　情報
０.55　MLBイッキ見！⑫◇情報
１.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×日本ハム」
	 （試合終了まで放送）
６.00　蹴球日本代表監督史⑳
	 ▽ザック	ジャパン編
８.15★XBFIA フォーミュラE

選手権 18/19
	 ▽第11戦・予選「ベルン」
10.30AMobil 1⑨◇The REAL
０.00　スポーツクライミング ナビ
０.15★XBFIFA 女子 ワールド

カップ 2019��
	 ▽ラウンド16	

▽３.45 ラウンド16

７.00　Foot!　FRIDAY
７.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019��
	 ▽ラウンド16	

▽10.30 ラウンド16
１.30　ラグビーW杯ナビ
１.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×日本ハム」
	 ～ナゴヤドーム
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
６.00BFIM スーパースポーツ世

界選手権2019　第6戦
７.00AWWE ロウHL#1359
８.00　ラグビーW杯物語④
９.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×日本ハム

（6/23）」
	 ～ナゴヤドーム
０.15★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019
��

	 ▽ラウンド16	
▽３.45 ラウンド16

７.00　デイリーサッカーGFoot!
８.00　ダンス！ 華麗なる闘い
９.00BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019��
	 ▽ラウンド16	

▽０.00 ラウンド16
３.00　情報
３.30　簡単フィットネス⑪
４.00　情報
４.15　スポーツクライミング ナビ
４.30AFIBA 3x3 WツアーHL
５.00　情報
５.30　プロ野球～セ・パ交流戦 

セレクション

10.00★Foot!　MONDAY
10.30　The REAL
11.30　結束！侍ジャパン�
０.00　SUPER GTダイジェスト
０.15　Foot!　MONDAY
０.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019�
	 ▽ラウンド16

（〜4.00）

６.00　Foot!　MONDAY
６.30BFIFA U-20 ワールドカ

ップ 2019�～�  グル
ープE「マリ×フランス」	
▽８.45 グループF	
「南アフリカ×ポルトガル」	
▽11.00 グループF	
「韓国×アルゼンチン」

１.15　スポーツクライミング ナビ
１.30★XBスーパーラグビー

2019「ヒトコム	サンウ
ルブズ×ブランビーズ」

４.30　Foot!　THURSDAY
５.00　MLBイッキ見！⑨◇情報
６.00★第5回全日本フルコンタ

クト空手道選手権大会
９.00　ラグビーW杯物語④
９.55★XBスーパーラグビー

2019「シャークス×ハリ
ケーンズ」	
▽０.05 「ライオンズ×	
ストーマーズ」

２.30　サニックスワールドラグビ
ーユース交流大会2019

４.00　2011 ワールドマッチ
プレー ダーツ		準々決勝

５.00AWラグビー�◇30 Foot!
６.00　ラグビーW杯ナビ
６.15AWWE ロウHL#1356
７.15Bスーパーラグビー2019
	 ▽第16節-1「ヒトコム	サン

ウルブズ×ブランビーズ」
10.00　セレクション
４.00BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019�
	 ▽グループB	

「イタリア×日本」
６.15　情報
６.45BMLB中継
	 「対戦カード未定（6/1）」
９.45Bスーパーラグビー2019
	 ▽第16節-2「シャークス

×ハリケーンズ」
11.45　Foot!　FRIDAY
０.15★XBFIFA U-20 ワールド 

カップ ポーランド 2019�
	 ▽ラウンド16
３.30　我ら②	 （〜4.00）

４.30　ダーツ ベストセレクション
５.30　The REAL◇HOOP!⑥
７.00BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019��
	 ▽準々決勝	

▽10.00 準々決勝
１.00　Foot!◇30 ボディビルTV
１.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×楽天」
	 ～ナゴヤドーム
	 （試合終了まで放送）
６.00　Foot!◇30 SUPER GT
６.45BFIFA 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」
９.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019
③④②　グループB	
「ドイツ×中国」	
▽０.45 グループB	
「スペイン×南アフリカ」	
▽３.45 グループA「ノル
ウェー×ナイジェリア」

６.30　Foot!　FRIDAY
７.00BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019��
	 ▽準々決勝	

▽10.00 準々決勝
１.00　情報
１.30　SUPER GTダイジェスト
１.55★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「中日×楽天」
	 ～ナゴヤドーム
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
６.00AWWE ロウHL#1357
７.00　MLB Players②
７.15　Foot!　FRIDAY
７.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019
⑤～⑦		グループC「オー
ストラリア×イタリア」	
▽10.15 グループC	
「ブラジル×ジャマイカ」	
▽０.45 グループD「イング
ランド×スコットランド」

３.30　HOOP!⑥	 （〜4.00）

６.30BFIFA 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」

９.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×広島（6/14）」
	 ～楽天生命パーク
０.30　デイリーサッカーGFoot!
１.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×広島」
	 ～楽天生命パーク
	 （試合終了まで放送）
６.00　Foot!　FRIDAY
６.30BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019�
	 ▽3位決定戦
９.30　ラグビーW杯ナビ
９.45★XBFIFA 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」
０.30★XBFIFA U-20 ワールド

カップ ポーランド 2019�
	 ▽決勝

５.00　Foot!　FRIDAY
５.30BFIFA 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」
８.00　プロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×広島（6/15）」
11.30AWWE ロウHL#1358
０.30★Xプロ野球～セ・パ交流戦
	 「楽天×広島」
	 ～楽天生命パーク
	 （試合終了まで放送）
５.00　MLB Players②
５.15　Foot!　THURSDAY
５.45BFIFA U-20 ワールドカッ

プ ポーランド 2019�
	 ▽決勝
９.45★XBFIFA 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」	
▽０.45 グループF	
「アメリカ×チリ」

３.30KBOOMER#110	（〜4.00）

７.00　Foot!　FRIDAY
７.30　プロ野球
	 「楽天×ロッテ（6/28）」
	 ～楽天生命パーク
10.30BFIFA 女子 ワールドカッ

プ フランス 2019�
	 ▽準々決勝
１.30　SUPER GTダイジェスト
１.55★Xプロ野球
	 「中日×阪神」
	 ～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　デイリーサッカーGFoot!
７.00AFIA 世界耐久選手権HL
	 ▽第8戦（最終戦）
８.00　ダンス！ 華麗なる闘い
９.00　MLB Players②
９.15　Foot!　FRIDAY
９.45★XBFIFA 女子 ワールド

カップ フランス 2019
��

	 ▽準々決勝	
▽１.15 準々決勝

2019年6月放送スケジュール
2019.6.1 ▶ 6.30　J SPORTS 26

★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

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）


