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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。

６.00Kラグビー トップリーグ'20
	 「トヨタ自動車×Honda」
８.00Bスーパーラグビー2020
	 「ヒトコム	サンウルブズ

×レベルズ」◇HAKA集
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in久米島（休息日の場合は
別番組/延長の場合あり）

２.00　柔道ナビ
３.00AREAL		スタンドアップパドル
４.00Aスマックダウン#1066
６.00★AWWE ロウ#1392
８.45　スーパーラグビー珍好プレー
９.00★KISU欧州フィギュアス

ケート選手権2020
	 「ペア」
０.00Kアルペンスキー FIS W杯 

19/20		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」

３.00　高校バスケ ウインター
カップ2019⑭

	 ▽女子1回戦「中津北×
広島皆実」	 （〜4.45）

６.00Kラグビー トップリーグ
2020

	 ▽第4節-3「リコー×NTT
コミュニケーションズ」

８.00KCycle*2019 
アークティックレース・
オブ・ノルウェー

	 ▽第3ステージ
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in久米島（休息日の場合は
別番組/延長の場合あり）

２.00Kフリースタイルスキー W杯 
19/20　男女モーグル	
「トランブラン/カナダ」

４.00★WWE ロウ#1393		英語版
６.45　蹴球日本代表監督史�
	 ▽岡田	ジャパン編	

「日本×バーレーン」
９.00★KISU欧州フィギュアス

ケート選手権2020
	 「アイスダンス」
０.00　WWE ロウ#1393		英語版
２.45　スーパーラグビー珍好プレー

（3.00〜6.00放送休止）

６.00Kラグビー トップリーグ'20
	 「日野×ヤマハ発動機」
８.00KCycle*2019 

アークティックレース・
オブ・ノルウェー

	 ▽第4ステージ
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in久米島（変更/延長あり）
２.00　Cycle*2019 

ツール・ド・ラヴニール
	 ▽第1～8ステージHL	

▽３.30K第9ステージ
５.30Kアルペンスキー FIS W杯 

19/20		男子	スラローム
８.30　桑田泉ゴルフ7⑥
９.00★KISU欧州フィギュアス

ケート選手権2020
	 「エキシビション」
０.00　高校バスケ ウインターカ

ップ'19⑯〜⑱		女子1回戦	
「和歌山信愛×富士学苑」	
▽１.45 「鹿児島女子×倉吉北」	
▽３.30 「就実×小林」

（〜5.15）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 「ブルーズ×チーフス」
８.00　セレクション
10.00KアルペンスキーW杯HL
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in久米島
	 （休息日の場合は別番組/

延長の場合あり）
２.00Kノルディック複合 W杯 

19/20「ゼーフェルト」
５.00KCycle*2019 

ツール・ド・ラヴニール
	 ▽第10ステージ
７.00Kアルペンスキー FIS W杯 

19/20		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」

10.00AWWE ロウ#1392
０.45　新古今HAKA集
１.00　高校バスケ ウインター

カップ2019⑲⑳
	 ▽女子1回戦「慶進×津幡」	

▽２.45 「昭和学院×名古
屋女子大学」	 （〜4.30）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽第1節-3「クルセイダ

ーズ×ワラターズ」
８.00　セレクション
10.30　プロ野球R「則本昂大編」
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in久米島（休息日の場合は
別番組/延長の場合あり）

２.00　桑田泉ゴルフ7⑥
２.30　REAL◇Sラグビー珍好プレー
３.45　蹴球日本代表監督史�
６.00★Aスマックダウン#1067
８.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第1ステージ

10.15　モータースポーツガイド
10.30　蹴球日本代表監督史�
	 ▽加茂	ジャパン編
０.45BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第2ステージ

３.15　高校バスケ ウインターカ
ップ2019�		女子1回戦	
「明星学園×湯沢翔北」

６.00　The REAL		バスケ特集
７.00KISU欧州フィギュアスケ

ート選手権2020
	 「ペア」	

▽10.00  
「アイスダンス」	
▽１.00  
「エキシビション」

	 ～オーストリア
４.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第14ステージ

６.00★AWWE スマックダウン
#1068

８.00　Cycle*2019 
ツール・ド・フランス 
アーカイブ

	 「1986年	第12ステージ」	
▽９.30  
「1987年	第21ステージ」	
▽11.45  
「1988年	第12ステージ」	
▽２.00  
「1989年	第21ステージ」

５.45　高校バスケ ウインターカ
ップ2019�		男子2回戦	
「洛南×福島東稜」

７.30BCycle*2019 
ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第20ステージ

２.15　新古今HAKA集
２.30KCycle*2020 

ブエルタ・ア・アンダル
シア　第2ステージ

５.00★KISU四大陸フィギュア
スケート選手権2020

	 「エキシビション」
	 ～木洞アイスリンク
８.00★Aスマックダウン#1069
10.00★XKCycle*2020 

ブエルタ・ア・アンダル
シア　第3ステージ

１.30　高校バスケ ウインター
カップ2019��

	 ▽男子2回戦「國學院大學
久我山×延岡学園」	
▽３.15 男子2回戦「市立
船橋×中部大学第一」

６.00Kラグビー トップリーグ'20
	 「トヨタ自動車×クボタ」
８.00　蹴球日本代表監督史�
10.15　スーパーラグビー珍好プレー
10.30KISU四大陸フィギュアス

ケート選手権2020
	 「女子ショートプログラム」	

▽２.00 「女子フリースケ
ーティング」

６.00★Aスマックダウン#1070
８.00K第40回全国中学校スケ

ート大会　スピード競技	
▽９.00 フィギュア競技	
「女子シングル　フリー
スケーティング」	
▽11.00 フィギュア競技	
「男子シングル　フリー
スケーティング」

１.00　高校バスケ ウインター
カップ 2019��

	 ▽女子2回戦「明秀学園
日立×大阪薫英女学院」	
▽２.45 女子2回戦	
「大阪桐蔭×広島皆実」

６.00Kラグビー トップリーグ'20
	 「日野×ヤマハ発動機」	

「トヨタ自動車×Honda」
10.00KアルペンスキーW杯HL
11.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第7ステージ

１.00Kスキージャンプ FIS W杯 
19/20 男子ラージヒル

３.15　モータースポーツガイド
３.30KBOOMER#118
４.00Aスマックダウン#1067
６.00★AWWE ロウ#1393
８.45　Cycle*2019  ツール・

ド・フランス アーカイブ
	 「1986年	第12ステージ」
10.15　REAL	チームユンボ・ヴィスマ
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2019�〜�
	 ▽女子1回戦「とわの森三

愛×新潟産業大学附属」	
▽１.45 「開志国際×松江商業」	
▽３.30 「明成×長崎女子」

（〜5.15）

６.00Kラグビー トップリーグ「リコー
×NTTコミュニケーションズ」

８.00Bスーパーラグビー2020
	 「ブランビーズ×レベルズ」
10.00★XWWE ロウ#1394		英語版
１.15　桑田泉ゴルフ7⑥
１.45BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第8ステージ	
▽３.30 第9ステージ

６.00　Cycle*2019  ツール・
ド・フランス アーカイブ

	 「1987年	第21ステージ」
８.15　HAKA集◇30 The REAL
９.00★K第92回日本学生氷上

競技　フィギュア競技	
「男女シングル　フリー
スケーティング」

０.00　REAL		FIFA	女子	W杯	'19	
▽０.30 FIFA	U-17	W杯	'19

１.00　WWE ロウ#1394		英語版
３.45　高校バスケ 2019�
	 ▽女子1回戦「浜松開誠館

×作新学院」	 （〜5.30）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽第2節-3「ハグアレス

×ハリケーンズ」	
▽８.00 第2節-2	
「ストーマーズ×ブルズ」

10.00　蹴球日本代表監督史�
０.15　スーパーラグビー珍好プレー
０.30KBOOMER#118
１.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第10ステージ	
▽３.30 第11ステージ

６.00　Cycle*2019  ツール・
ド・フランス アーカイブ

	 「1988年	第12ステージ」
８.15　REAL	チームユンボ・ヴィスマ
10.00KBOOMER#118◇野球R
11.00Aフリーライド		第1戦HL
０.00　高校バスケ ウインターカ

ップ'19�〜�		男子2回戦	
「九州学院×東海大学付属札幌」	
▽１.45 「福岡第一×北陸学院」	
▽３.30 「岡山商科大学附
属×日本航空」	（〜5.15）

６.00AThe REAL　スタンド
アップパドル特集

７.00K全米フィギュアスケート
選手権2020「ペア」 
▽９.00 「アイスダンス」 
▽11.00 「エキシビション」

１.30BCycle*2019 
ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第12ステージ	
▽３.30 第13ステージ

６.00　Cycle*2019 
ツール・ド・フランス 
アーカイブ

	 「1989年	第21ステージ」
８.15　新古今HAKA集
８.30　ダカールラリー'20		総集編
10.00AWWE ロウ#1393
０.45　モータースポーツガイド
１.00　高校バスケ ウインター

カップ2019��
	 ▽男子2回戦	

「前橋育英×報徳学園」	
▽２.45 「桜丘×光泉」

（〜4.30）

６.00Kラグビー トップリーグ
2020　第5節-3「NTT
ドコモ×ヤマハ発動機」	
▽８.00 第5節-2	
「パナソニック×東芝」

10.00BCycle*2019 
ブエルタ・ア・エスパー
ニャ

	 ▽第16ステージ
３.15　モータースポーツガイド
３.30　The REAL		FIFA	U-17	

ワールドカップ	2019
４.00Aスマックダウン#1068
６.00★AWWE ロウ#1394

８.45　新古今HAKA集
９.00★KISU四大陸フィギュア

スケート選手権2020
	 「女子ショートプログラム」
	 ～木洞アイスリンク
０.30　The REAL
	 ▽マイヨ・ジョーヌ
１.30KBOOMER#118

（2.00〜6.00放送休止）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽第3節-2	

「レベルズ×ワラターズ」
８.00Kラグビー トップリーグ'20
	 ▽第5節-4「サントリー

×トヨタ自動車」
10.00★XWWE ロウ#1395
	 ▽英語版
１.15　HAKA集◇30 The REAL
２.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第17ステージ	
▽３.00 第18ステージ

８.45　スーパーラグビー珍好プレー
９.00★KISU四大陸フィギュア

スケート選手権2020
	 「女子フリースケーティング」
	 ～木洞アイスリンク
１.00　高校バスケ ウインター

カップ 2019��
	 ▽男子2回戦「開志国際

×福岡大学附属大濠」	
▽２.45 「八王子×羽黒」

（〜4.30）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 「ブルーズ×クルセイダーズ」
８.00Kラグビー トップリーグ'20
	 「神戸製鋼×リコー」
10.00BFIA フォーミュラE選手権 

19/20　第4戦・予選	
▽11.30 第4戦・決勝

１.30　REAL		FIFA	U-17	W杯	'19
２.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第19ステージ

４.30　ガンバレプロ野球R
５.00★KISU四大陸フィギュア

スケート選手権2020
	 「男子ショートプログラム」
９.30KBOOMER#118
10.00★XKCycle*2020 

ブエルタ・ア・アンダル
シア　第1ステージ

１.30　高校バスケ ウインター
カップ 2019��		男子	
2回戦「長崎西×北陸」	
▽３.15 「関西大学北陽×
尽誠学園」	 （〜5.00）

６.00Kラグビー トップリーグ
2020　第5節-1	
「キヤノン×Honda」

８.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽第3節-3「ヒトコム	サン

ウルブズ×チーフス」
10.45　The REAL　花園特集
11.45AWWE ロウ#1394
２.30KCycle*2020 

ブエルタ・ア・アンダル
シア　第1ステージ

５.00★KISU四大陸フィギュア
スケート選手権2020

	 「男子フリースケーティング」
	 ～木洞アイスリンク
９.00AREAL	チームユンボ・ヴィスマ
10.00★XKCycle*2020 

ブエルタ・ア・アンダル
シア　第2ステージ

１.30BFIA フォーミュラE選手権 
19/20　第4戦・予選	
▽３.00 第4戦・決勝	
「メキシコシティ」

（〜5.00）

８.00Kラグビー トップリーグ
2020「日野×サントリー」

10.00★XWWE ロウ#1396		英語版
１.15KCycle*2019  ジャパン

カップ　クリテリウム
３.30　Cycle*2019 

ジャパンカップ
	 ▽サイクルロードレース
６.30　ISU ジュニアGP		記者会見
６.45　ISU GPファイナル		記者会見
７.00★K第40回全国中学校ス

ケート　スピード競技	
▽８.00 フィギュア競技	
「女子シングル　フリー
スケーティング」	
▽10.00 フィギュア競技	
「男子シングル　フリー
スケーティング」

０.00　REAL		スポーツクライミング
１.00　WWE ロウ#1396		英語版
３.45　高校バスケ ウインターカ

ップ2019�		女子2回戦	
「千葉経済大学附属×東京
成徳大学」	 （〜5.30）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 「ストーマーズ×ハグアレス」	

▽８.00 「レッズ×ヒトコ
ム	サンウルブズ」

10.00K第69回全国高校フィギュ
アスケート競技選手権

	 ▽女子シングル
１.00KISU四大陸フィギュアス

ケート選手権2020
	 「アイスダンス	リズムダンス」	

▽３.30 「アイスダンス	
フリーダンス」	
▽６.30 「ペア	ショート
プログラム」	
▽９.00 「ペア	フリース
ケーティング」

11.30　結束！侍ジャパン�
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2019�〜�
	 ▽女子2回戦「東海大付属

福岡×高知中央」	
▽１.45 「富士学苑×済美」	
▽３.30 「郡山商業×聖カ
タリナ学園」	 （〜5.15）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽第4節-1「クルセイダ

ーズ×ハイランダーズ」
８.00Kラグビー トップリーグ

2020「NEC×リコー」
10.00K第69回全国高校フィギュ

アスケート競技選手権
	 ▽男子シングル
１.00KISU四大陸フィギュアス

ケート選手権2020
	 「男子ショートプログラム」	

▽５.30 「男子フリースケ
ーティング」

９.30　HOOP!〜学生バスケ情報③
10.00AWWE ロウ#1395
０.45　ISUジュニアGPファイ

ナル2019　記者会見
１.00　ISUグランプリファイナ

ル2019　記者会見
１.15　高校バスケ ウインターカ

ップ'19��		女子2回戦	
「倉吉北×小林」	
▽３.00 「桜花学園×広島
観音」	 （〜4.45）

５.00　高校バスケ ウインターカ
ップ2019�		男子2回戦	
「豊浦×帝京長岡」

６.45　REAL		スポーツクライミング
７.45　モータースポーツガイド
８.00Aスマックダウン#1069
10.00★XWWE スマックダウン

#1070　英語版
０.15　蹴球日本代表監督史�
２.30KCycle*2020 

ブエルタ・ア・アンダル
シア　第3ステージ

５.00★K第69回全国高校フィギ
ュアスケート競技選手権

	 ▽女子シングル
８.00AThe REAL◇柔道ナビ
10.00★XKCycle*2020 

ブエルタ・ア・アンダル
シア　第4ステージ

１.30　WWE スマックダウン
#1070　英語版

３.30　高校バスケ ウインターカ
ップ2019�		男子2回戦	
「明成×東海大学付属諏訪」

５.15　スーパーラグビー珍好プレー
５.30　REAL		FIFA	U-17	W杯	'19	

▽６.00 スポーツクライミング
７.00Aロウ#1394◇Sラグビー珍好
10.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第21ステージ

２.30KCycle*2020 
ブエルタ・ア・アンダル
シア　第4ステージ

５.00★K第69回全国高校フィギ
ュアスケート競技選手権

	 ▽男子シングル
８.00★ISU ジュニアGP		記者会見
８.15★ISU GPファイナル		記者会見
８.30　REAL		マイヨ・ジョーヌ
９.30★XKCycle*2020 

ブエルタ・ア・アンダル
シア　第5ステージ

１.00BFIA フォーミュラE選手権 
19/20　第4戦・決勝

３.00　高校バスケ '19�　女子
2回戦「アレセイア湘南×
京都精華学園」	（〜4.45）

６.00Kラグビー トップリーグ
2020		第6節-3「三菱重
工相模原×ヤマハ発動機」	
▽８.00 第6節-4	
「トヨタ自動車×クボタ」

10.00　The REAL　花園特集
11.00　プロ野球R「キャンプ編」
11.30　蹴球日本代表監督史�
１.45　モータースポーツガイド
２.00BCycle*2019 

パリ〜トゥール
４.00AWWE スマックダウン

#1069
６.00★AWWE ロウ#1395

８.45KCycle*2020 
ブエルタ・ア・アンダル
シア

	 ▽第5ステージ
11.15　高校バスケ ウインター

カップ2019�
	 ▽女子2回戦	

「熊本商業×精華女子」
（1.00〜8.00放送休止）

５.00　スーパーラグビーナビ
５.30KBOOMER#118
６.00　The REAL		バスケ特集
７.00　スーパーラグビーナビ
７.30Aスマックダウン#1066
９.30★X野球好き楽天キャンプ

in久米島（延長あり）
２.00★WWE スマックダウン

#1067　英語版
４.00★K全米フィギュアスケート

選手権2020「ペア」
６.00Kフリースタイルスキー W杯 

19/20　男女モーグル	
「トランブラン/カナダ」

８.00BCycle*2020 
ツアー・ダウンアンダー

	 ▽第5ステージ
11.30AREAL	チームユンボ・ヴィスマ
０.30　HOOP!〜学生バスケ情報①
１.00　WWE スマックダウン

#1067　英語版
３.00　高校バスケ ウインター

カップ2019⑫　女子	
1回戦「広島観音×足羽」

４.45　蹴球日本代表監督史�
	 ▽岡田	ジャパン編	

「日本×バーレーン」
７.00　柔道ナビ
８.00AWWE ロウ#1391
10.45　スーパーラグビー珍好プレー
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in久米島
２.00　プロ野球R◇30 結束！�
３.00　REAL		マイヨ・ジョーヌ
４.00★K全米フィギュアスケート

選手権2020
	 「アイスダンス」 

▽６.00 「エキシビション」
８.30BCycle*2020 

ツアー・ダウンアンダー
	 ▽第6ステージ
０.30AFIBA 3x3 WツアーHL
１.00AREAL	チームユンボ・ヴィスマ
２.00　HOOP!①②
３.00　高校バスケ ウインター

カップ2019⑬
	 ▽女子1回戦「横手城南×

明秀学園日立」	（〜4.45）

５.00　高校バスケ ウインターカ
ップ'19�⑮		女子1回戦	
「山形中央×奈良文化」	
▽６.45 女子1回戦	
「高岡第一×市立尼崎」

８.30KBOOMER#118
９.00Aスマックダウン#1067
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in久米島（休息日の場合は
別番組/延長の場合あり）

２.00AREAL	チームユンボ・ヴィスマ
３.00　REAL		マイヨ・ジョーヌ
４.00★WWE スマックダウン

#1068　英語版
６.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第3ステージ	
▽８.00 第4ステージ

10.20　REAL	チームユンボ・ヴィスマ
０.05★XBスーパーラグビー

2020　第2節-2	
「ストーマーズ×ブルズ」

２.30　WWE スマックダウン
#1068　英語版

４.30　桑田泉ゴルフ7⑥
５.00　REAL		FIFA	女子	W杯	'19	

▽５.30 FIFA	U-17	W杯	'19
６.00　蹴球日本代表監督史�
８.15AWWE ロウ#1392
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in久米島（変更/延長あり）
２.00Kフリースタイルスキー W杯 

19/20　男女モーグル	
「カルガリー/カナダ」

４.00BCycle*2019 
ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第5ステージ	
▽６.30 第6ステージ

８.00　モータースポーツガイド
８.15Kアルペンスキー FIS W杯 

19/20		男子	スラローム	
「シャモニー/フランス」

11.15　蹴球日本代表監督史�
１.30　高校バスケ ウインターカ

ップ'19��		女子1回戦	
「安城学園×高瀬」	
▽３.15 「盛岡白百合学園×
桐生市立商業」	（〜5.00）

４.15　Sラグビー珍好◇プロ野球R
５.00Kノルディック複合 W杯 

19/20「ゼーフェルト」
８.00Aスマックダウン#1068
10.00★Xスマックダウン#1069
	 ▽英語版（番組延長なし）
０.15★XBスーパーラグビー'20
	 ▽第3節-3「ヒトコム	サン

ウルブズ×チーフス」
３.00　The REAL		バスケ特集
４.00K第92回日本学生氷上競技
	 ▽フィギュア競技	

「男女シングル　フリー
スケーティング」

７.00★KISU四大陸フィギュア
スケート選手権2020

	 「アイスダンス	リズムダンス」	
▽９.30 「アイスダンス	
フリーダンス」

０.30KBOOMER#118
１.00　WWE スマックダウン

#1069　英語版
３.00　高校バスケ '19�　男子

2回戦「城北×能代工業」

４.45　モータースポーツガイド
５.00　ダカールラリー'20		総集編
６.30★XBFIA フォーミュラE 

19/20　第4戦・決勝	
「メキシコシティ」

９.00KアルペンスキーW杯HL
10.00AWWE ロウ#1393
０.45　新古今HAKA集
１.00BCycle*2019 

ブエルタ・ア・エスパー
ニャ　第15ステージ

６.45　モータースポーツガイド
７.00★KISU四大陸フィギュア

スケート選手権2020
	 「ペア	ショートプログラム」	

▽９.30 「ペア	フリース
ケーティング」

０.00K第92回日本学生氷上競技
	 ▽フィギュア競技	

「男女シングル　フリー
スケーティング」

３.00　高校バスケ 2019�
	 ▽男子2回戦「東山×藤枝

明誠」	 （〜4.45）

４.30　プロ野球R◇The REAL
６.00Kフリースタイルスキー W杯 

19/20　男女モーグル
８.00Aスマックダウン#1070
10.00★Xスマックダウン#1071
	 ▽英語版◇HAKA集
０.30★XBスーパーラグビー

2020「ハリケーンズ×
ヒトコム	サンウルブズ」

３.00　HOOP!③◇30 ダンス！
４.30　ISU ジュニアGP		記者会見
４.45　ISU GPファイナル		記者会見
５.00KISU四大陸フィギュアスケ

ート'20「エキシビション」
８.00KBOOMER#119
８.30BFIA フォーミュラE選手権 

19/20　第4戦・決勝
10.30★XBFIA フォーミュラE 

19/20　第5戦・決勝
１.00　WWE スマックダウン

#1071　英語版
３.00　高校バスケ 2019�
	 ▽女子2回戦「市立尼崎

×岐阜女子」	 （〜4.45）
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