
31
６.00　Foot! セレクション⑨
７.00　大野均引退特番
８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）

３.00　我らワールド観戦塾④
３.30KISU四大陸フィギュアス

ケート選手権2020
	 「エキシビション」
６.00★AWWE スマックダウン

#1092
８.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第21ステージ	

「ヴェルサイユ～パリ・
シャンゼリゼ」

２.00　全日本GT選手権 2004
	 ▽第3戦	決勝「セパン・

インターナショナル・サ
ーキット」	 （〜4.30）

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

30

23

2

9

16

22

1

8

15

29

木 金 土 日 月 火水

（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。

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第7節-2	

「ブルーズ×チーフス」
８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）

３.00　The REAL
	 ▽オールブラックス特集
４.00　我らワールド観戦塾④
４.30KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第20ステージ（山岳）
	 「アヌシー～アヌシー・

セムノス」
９.45　MLBミュージック⑯
10.00AWWE ロウ#1417
０.45　SUPER GT ダイジェスト
１.00　全日本GT選手権 2004
	 ▽第4戦	決勝「十勝インター

ナショナルスピードウェイ」
３.30AThe Story of Formula E④

（〜4.00）

６.00★我らワールド観戦塾③
６.30AThe REAL
	 ▽ディオン・サンダース
７.30KCycle*2017 

パリ～ルーベ

２.00　SUPER GT アナライズ 
～土屋武士による戦術解
析～⑥

４.30BCycle*2020 
デジタル・スイス5

	 ▽第5ステージ
５.50　MLB Players 2020①
６.00★AWWE スマックダウン

#1088
８.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第2ステージ	

「バスティア～アジャク
シオ」

１.30　2019 ツール・ド・フランス
～絶景で振り返る106回大会

３.30　HOOP!～学生バスケ情報⑦

４.00ABuild a Formula E Car
４.30　塚さんバスケSP
５.00　'13 ワールドダーツ CS
	 ▽セミファイナル
７.00Aスマックダウン#1088
９.00★Xスマックダウン#1089		英語版
11.15　スーパーフォーミュラ ナビ
11.30　MLB Players 2020①
11.40　FIFA U-20 女子 ワールド

カップ フランス 2018
	 ▽準々決勝「ドイツ×日本」
１.55★XBスーパーラグビー'20
	 「ハイランダーズ×クルセ

イダーズ」◇４.15 桑田泉②
４.30　我ら③◇５.00 ダンス！
６.00★KISUフィギュアスケート⑤
８.00　MLBイッキ見！◇45 情報
９.00　GTV2020③
10.00★XBバーチャル ツール・ド

・フランス　第1ステージ
０.30BFIFA ビーチサッカー ワール

ドカップ パラグアイ 2019
	 「パラグアイ×日本」
２.00　スマックダウン#1089	英語版

４.00BFIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019

	 「アメリカ×日本」	
▽５.30 「日本×スイス」

７.00　REAL		FIFA	U-20	W杯'19	
▽８.00 FIFA	U-17	W杯

９.00AWWE ロウ#1413
11.45　MLB Players 2020①
11.55★XBスーパーラグビー'20
	 ▽アオテアロア	第4節-2	

「チーフス×ハリケーンズ」
２.15　MLBミュージック⑭
２.25KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第3ステージ
７.30Bバーチャル ツール・ド・

フランス　第1ステージ
10.00★XBバーチャル ツール・ド

・フランス　第2ステージ
０.30BFIFA ビーチサッカー ワール

ドカップ パラグアイ 2019
	 「日本×ウルグアイ」
２.00　'13 ワールドダーツ CS
	 ▽セミファイナル（〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第4節-1

「ハイランダーズ×クル
セイダーズ」

８.00BCycle*2020 バーチャル 
ツール・ド・フランス

	 ▽第1ステージ	
▽10.30 第2ステージ

１.00Kチャレンジカップ2020
	 「ペア	ショートプログラム」
２.30　ダンス！ 華麗なる闘い
３.30　我らワールド観戦塾③
４.00Aスマックダウン#1088
６.00★AWWE ロウ#1414
８.45BCycle*2020 バーチャル 

ツール・ド・フランス
	 ▽第2ステージ
11.15BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/5）」
	 （番組変更の場合あり）
２.30BFIFA ビーチサッカー ワール

ドカップ パラグアイ 2019
	 ▽3位決定戦	

「ロシア×日本」（〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第4節-2	

「チーフス×ハリケーンズ」

８.00　セレクション
９.00★XWWE ロウ#1415
	 ▽英語版
０.15　スーパーフォーミュラ ナビ
０.30Kチャレンジカップ2020
	 「ペア	フリースケーティング」
２.30　ダンス！ 華麗なる闘い
３.30KISU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」
５.00　四大陸フィギュア記者会見
	 「ペア	ショートプログラム」
５.10　セレクション

10.00KCycle*2013 第100回
ツール・ド・フランス

	 ▽第4ステージ（チーム
タイムトライアル）

１.15　WWE ロウ#1415
	 ▽英語版	 （〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第5節-2	

「ハリケーンズ×ハイラン
ダーズ」

８.00　REAL		サンウルブズ特集
９.00★XWWE ロウ#1416
	 ▽英語版
０.15　MLBミュージック⑮
０.30KISUフィギュアスケート⑤
	 ▽2011年	世界選手権	

男子シングル
２.30Kチャレンジカップ2020
	 「女子フリースケーティング」
５.05　GTV2020④
６.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第9ステージ（山岳）	

「サン・ジロン～バニェー
ル・ド・ビゴール」

０.15BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/13）」
	 （番組変更の場合あり）
３.15　WWE ロウ#1416
	 ▽英語版

５.55　第1回番組審議会
６.00　Foot! セレクション④
７.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第6節-2

「チーフス×ハイランダーズ」
９.00★XWWE ロウ#1417
	 ▽英語版
０.15　モタスポガイド
０.30Kチャレンジカップ2020
	 「男子フリースケーティング」
４.00KISU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」
７.30　四大陸フィギュア記者会見
７.40　MLBミュージック⑮
７.50　MLB Players 2020②
８.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第13ステージ
０.15　我ら④◇モタスポガイド
１.00　WWE ロウ#1417
	 ▽英語版
３.45　MLBミュージック⑮

（3.55〜6.00放送休止）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第7節-2	

「ブルーズ×チーフス」
８.00AThe REAL
	 ▽ディオン・サンダース
９.00★XWWE ロウ#1418
	 ▽英語版
０.15　MLBミュージック⑯
０.30　我らワールド観戦塾④
１.00　ダンス！華麗なる闘い
２.00　セレクション
４.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第18ステージ	

（山岳ステージ）	
「ギャップ～ラルプ・デ
ュエズ」

10.30BCycle*2020 バーチャル 
ツール・ド・フランス

	 ▽第2ステージ
１.00　WWE ロウ#1418
	 ▽英語版
３.45　MLBミュージック⑯

（3.55〜6.00放送休止）

６.00　Foot! セレクション①
７.00　セレクション
８.00KCycle*2018  

パリ～ルーベ

３.00KISU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」
５.30　四大陸フィギュア記者会見
５.40　モタスポガイド
６.00★AWWE スマックダウン

#1089
８.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第7ステージ	

「モンペリエ～アルビ」
０.15　FIFA U-20 女子 ワールド

カップ フランス 2018
	 ▽準決勝	

「イングランド×日本」
２.30BFIFA ビーチサッカー ワール

ドカップ パラグアイ 2019
	 ▽3位決定戦	

「ロシア×日本」

４.00　全日本GT選手権 2003
	 ▽第7戦	決勝◇バスケSP
７.00Aスマックダウン#1089
９.00★Xスマックダウン#1090
	 ▽英語版◇モタスポガイド
11.30　FIFA U-20 女子 ワールド

カップ フランス 2018
	 「イングランド×日本」
１.45　MLBミュージック⑮
１.55★XBスーパーラグビー'20
	 ▽アオテアロア	第5節-1

「クルセイダーズ×ブルーズ」
４.15　スーパーフォーミュラ ナビ
４.30★KISUフィギュアスケート⑥
６.30　MLBイッキ見！◇情報
７.30BCycle*2020 バーチャル 

ツール・ド・フランス
	 ▽第2ステージ
10.00★XBCycle*2020 バーチ

ャル ツール・ド・フランス
	 ▽第3ステージ
０.30　GTV2020④
１.30ABuild a Formula E Car
２.00　スマックダウン#1090	英語版

４.00BFIFA ビーチサッカー ワール
ドカップ パラグアイ 2019

	 ▽決勝	
「イタリア×ポルトガル」

６.00AREAL ディオン・サンダース
７.00　桑田泉③④◇30 我ら③
８.00AWWE ロウ#1414
10.45　MLB Players 2020②
10.55　大野均引退特番
11.55★XBスーパーラグビー'20
	 ▽アオテアロア	第5節-2

「ハリケーンズ×ハイランダーズ」
２.15　スーパーフォーミュラ ナビ
２.30AREAL ディオン・サンダース
３.30KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第8ステージ（山岳）
７.30Bバーチャル ツール・ド・

フランス　第3ステージ
10.00★XBバーチャル ツール・ド

・フランス　第4ステージ
０.30　全日本GT選手権 2003
	 ▽第8戦	決勝
３.00　REAL アメフト特集（〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第5節-1

「クルセイダーズ×ブルーズ」
８.00BCycle*2020 バーチャル 

ツール・ド・フランス
	 ▽第3ステージ	

▽10.30 第4ステージ
１.00Kチャレンジカップ2020
	 「女子ショートプログラム」
３.00　ダンス！ 華麗なる闘い
４.00AWWE スマックダウン

#1089
６.00★AWWE ロウ#1415

８.45BCycle*2020 バーチャル 
ツール・ド・フランス

	 ▽第4ステージ
11.15　ツール・ド・フランス 

第100回～世界遺産を
巡る21日間

１.15BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/12）」
	 （番組変更の場合あり）

（〜4.30）

６.00　The REAL		アメリカン
フットボール特集

８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）

３.00BCycle*2020 バーチャル 
ツール・ド・フランス

	 ▽第4ステージ
５.30ABuild a Formula E Car
６.00★AWWE スマックダウン

#1090
８.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第12ステージ	

「フージェール～トゥール」
０.00　2016 ツール・ド・フランス

～絶景で振り返る103回大会
２.00　GT-R＆Z対談
３.00BDTMドイツツーリング

カー選手権 2020
	 ▽第1戦	レース2	決勝

５.00　塚さんバスケSP
５.30　The REAL		アメフト特集
６.30Aスマックダウン#1090
８.30　FIFA U-20 女子 ワールド

カップ フランス 2018
	 ▽決勝「スペイン×日本」
11.00★XKSUPER GT 2020
	 ▽第1戦		

富士スピードウェイ	
「予選」

６.00AThe REAL
	 ▽ディオン・サンダース
７.00★我らワールド観戦塾④
７.30BCycle*2020 バーチャル 

ツール・ド・フランス
	 ▽第4ステージ
10.00★XBCycle*2020 バーチ

ャル ツール・ド・フランス
	 ▽第5ステージ
０.30　我らワールド観戦塾④
１.00　2017 ツール・ド・フランス

～絶景で振り返る104回大会
３.00　WWE スマックダウン

#1091　英語版

５.00　GT-R＆Z対談
６.00　The REAL		モーグル特集
７.00　桑田泉ゴルフ⑤⑥
７.30　結束！侍ジャパン�
８.00AWWE ロウ#1415
10.45　MLB Players 2020②
11.00★XKSUPER GT 2020
	 ▽第1戦		

富士スピードウェイ	
「決勝」

６.00AThe Story of Formula E④
６.30　MLBイッキ見！◇情報
７.30BCycle*2020 バーチャル 

ツール・ド・フランス
	 ▽第5ステージ
10.00★XBCycle*2020 バーチ

ャル ツール・ド・フランス
	 ▽第6ステージ
０.30KSUPER GT 2020
	 ▽第1戦		

富士スピードウェイ	
「決勝」

３.30　塚さんバスケSP
（〜4.00）

５.30Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第6節-1	

「ハリケーンズ×ブルーズ」
７.30Kチャレンジカップ2020
	 「男子ショートプログラム」
10.30KSUPER GT 2020
	 ▽第1戦		

富士スピードウェイ	
「決勝」

１.30　セレクション

４.00AWWE スマックダウン
#1090

６.00★AWWE ロウ#1416

８.45BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/19）」
	 （番組変更の場合あり）
11.45BCycle*2020 バーチャル 

ツール・ド・フランス
	 ▽第6ステージ
２.15　セレクション

（〜5.00）

６.00　REAL		サンウルブズ特集
７.00Aスマックダウン#1091
９.00★XWWE スマックダウン

#1092　英語版
11.15　MLBミュージック⑮
11.25　全日本GT選手権 2004
	 ▽第3戦	決勝「セパン・イン

ターナショナル・サーキット」
１.55★XBスーパーラグビー'20
	 ▽アオテアロア	第7節-1

「クルセイダーズ×ハリ
ケーンズ」

４.15　REAL		サンウルブズ特集
５.15　MLBイッキ見！◇情報
６.15KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第17ステージ	

（個人タイムトライアル）
10.30BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/24）」
	 （番組変更の場合あり）
１.30　我らワールド観戦塾④
２.00　WWE スマックダウン

#1092　英語版

４.00　Foot! セレクション 
⑤～⑦

７.00　2018 ツール・ド・フランス
～絶景で振り返る105回大会

９.00　全日本GT選手権 2004
	 ▽第4戦	決勝
11.30　MLBミュージック⑮
11.40　MLB Players 2020②
11.55★XBスーパーラグビー'20
	 ▽アオテアロア	第7節-2	

「ブルーズ×チーフス」
２.15　MLB Players 2020②
２.30　我らワールド観戦塾④
３.00KISUフィギュアスケート⑥
	 ▽2012年	世界選手権	

男子シングル
５.00　セレクション
７.00BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/25）」
	 （番組変更の場合あり）
10.00　天皇杯 JFA 全日本選手

権クラシックス①
１.00AWWE ロウ#1416
３.45　モタスポガイド（〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第7節-1

「クルセイダーズ×ハリ
ケーンズ」

８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）
０.00　Foot! セレクション⑧
１.00KSUPER GT 2020
	 ▽第1戦		

富士スピードウェイ	
「決勝」

４.00Aスマックダウン#1091
６.00★AWWE ロウ#1417
８.45BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/26）」
	 （番組変更の場合あり）
０.00BCycle*2020 バーチャル 

ツール・ド・フランス
	 ▽第1ステージ
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00　HOOP!～学生バスケ情報⑧
３.30　我らワールド④（〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第6節-1

「ハリケーンズ×ブルーズ」
８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）
３.00AThe REAL
	 ▽ディオン・サンダース
４.00KISU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」
７.30　四大陸フィギュア記者会見
７.40　桑田泉ゴルフ⑤
８.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第14ステージ	

「サン・プルサン・シュル
・シウール～リヨン」

０.00KSUPER GT 2020
	 ▽第1戦		

富士スピードウェイ	
「予選」	
▽１.30 「決勝」

４.30AThe Story of Formula E④
５.00　REAL		サンウルブズ特集
６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第6節-2

「チーフス×ハイランダーズ」
８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）
３.00KSUPER GT 2020
	 ▽第1戦		

富士スピードウェイ	
「決勝」

６.00KCycle*2013 第100回
ツール・ド・フランス

	 ▽第15ステージ（山岳）	
「ジヴォール～モン・ヴァ
ントゥー」

９.45　MLBミュージック⑮
10.00AWWE ロウ#1416
０.45　MLB Players 2020②
１.00BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/22）」
	 （番組変更の場合あり）

４.30BCycle*2020 バーチャル 
ツール・ド・フランス

	 ▽第5ステージ 
▽７.00 第6ステージ

９.30　全日本GT選手権 2004
	 ▽第1戦	決勝	

「TIサーキット英田」
０.00　GT-R＆Z対談
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　四大陸フィギュア記者会見
５.50　MLBミュージック⑮
６.00★Aスマックダウン#1091
８.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第16ステージ	

（山岳ステージ）
０.30　全日本GT選手権 2004
	 ▽第2戦	決勝	

「スポーツランドSUGO」
３.00BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/23）」
	 （番組変更の場合あり）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第3節-1	

「ブルーズ×ハイランダーズ」
８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）

３.00　桑田泉ゴルフ①
３.20BCycle*2020 

デジタル・スイス5
	 ▽第1ステージ	

▽４.40 第2ステージ
６.00　セレクション

０.00　全日本GT選手権 2003
	 ▽第5戦	決勝	

「富士スピードウェイ」
２.30AThe Story of Formula E③
３.00　The REAL
	 ▽FIFA	U-17	ワールド

カップ	特集	 （〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第3節-2

「クルセイダーズ×チーフス」
８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）

３.00BCycle*2020 
デジタル・スイス5

	 ▽第3ステージ	
▽４.20 第4ステージ

５.40KCycle*2013 第100回
ツール・ド・フランス

	 ▽第1ステージ	
「ポルト・ヴェッキオ～
バスティア」

０.10BMLB中継
	 「対戦カード未定（7/1）」
	 （番組変更の場合あり）

３.10AWWE ロウ#1413
（〜5.55）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第4節-1

「ハイランダーズ×クル
セイダーズ」

８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）
３.00　GTV2020③
４.00　ダンス！華麗なる闘い
５.00KISU四大陸フィギュアス

ケート選手権2020
	 「ペア	フリースケーティング」
７.00　四大陸フィギュア記者会見
７.10　SUPER GT 2020ナビ
７.30KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第5ステージ
０.00BCycle*2020 バーチャル 

ツール・ド・フランス
	 ▽第1ステージ
２.30ABuild a Formula E Car
３.00　REAL		FIFA	U-20	W杯	

2019	特集	 （〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第4節-2

「チーフス×ハリケーンズ」

８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）

３.00　'13 ワールドダーツ CS
	 ▽セミファイナル
５.00　GTV2020③
６.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第6ステージ	

「エクサン・プロヴァンス
～モンペリエ」

10.15AWWE ロウ#1414

１.00BCycle*2020 バーチャル 
ツール・ド・フランス

	 ▽第2ステージ
３.30　我らワールド観戦塾③

（〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第5節-1

「クルセイダーズ×ブルーズ」
８.00　FIFA U-20 女子 ワールド

カップ フランス 2018
	 ▽準々決勝「ドイツ×日本」	

▽10.15 準決勝	
「イングランド×日本」

０.30KISU四大陸フィギュアス
ケート選手権2020

	 「アイスダンス	フリーダンス」
３.30　四大陸フィギュア記者会見
３.40　MLB Players 2020①②
４.00　Foot! セレクション②③
６.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第10ステージ「サン・ジ

ルダ・デ・ボワ～サン・マロ」
11.00　2014 ツール・ド・フランス

～絶景で振り返る101回大会
１.00　2019 ツール・ド・フランス

～絶景で振り返る106回大会
３.00AThe Story of Formula 

E③④	 （〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第5節-2

「ハリケーンズ×ハイラン
ダーズ」

８.00★XBMLB中継
	 「放送開始時刻/	

対戦カード未定」
	 （番組変更/番組延長あり）
３.00BCycle*2020 バーチャル 

ツール・ド・フランス
	 ▽第3ステージ
５.30KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第11ステージ	

（個人タイムトライアル）	
「アヴランシュ～モン・
サン・ミシェル」

10.00AWWE ロウ#1415
０.45　SUPER GT 2020ナビ
１.00BDTMドイツツーリング

カー選手権 2020
	 ▽第1戦	レース1	決勝
３.00　塚さんバスケSP
３.30　結束！�	 （〜4.00）

６.00Bスーパーラグビー2020
	 ▽アオテアロア	第7節-1

「クルセイダーズ×ハリ
ケーンズ」

８.00　大野均引退特番
９.00　ダンス！華麗なる闘い
10.00　四大陸フィギュア記者会見
10.20KISU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」
２.20　四大陸フィギュア記者会見
２.30　我らワールド観戦塾④
３.00KCycle*2013 第100回

ツール・ド・フランス
	 ▽第19ステージ（山岳）	

「ブール・ドワザン～ル
・グラン・ボルナン」

10.30BCycle*2020 バーチャル 
ツール・ド・フランス

	 ▽第3ステージ
１.00　全日本GT選手権 2004
	 ▽第3戦	決勝「セパン・イン

ターナショナル・サーキット」
３.30　我らワールド④（〜4.00）
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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：【旧】TEL.03-5500-3488（10:00～18:00）
 【新】TEL.0570-099-333（10:00～20:00）
2020年7月1日よりJ SPORTSカスタマーセンターの電話番号と営業時間が変更になります。


