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2021年11月放送スケジュール
2021.11.1

▶

11.30 J SPORTS 1

★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
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６.00 GTV2021⑧
６.00 バドミントン トマス杯 ６.00 結束！侍ジャパン
５.30 情報
５.30 情報
６.00 The REAL 大宮アル
６.55★第18回 みやざきフェニ
2020
６.30 MLBミュージック
６.00 バドミントン トマス杯 ６.00 バドミントン ユーバー杯
ディージャVENTUS
ックス・リーグ
▽準決勝
６.50 秋季近畿地区高等学校野
2020
2020
７.00BFIM スーパースポーツ世
「広島×ロッテ」
～セレスアリーナ，オー
球大会 2021
▽決勝
▽決勝
界選手権2021 第12戦
10.55 情報
フス・デンマーク
▽決勝
～セレスアリーナ，オー
～セレスアリーナ，オー
「サンファン・ビリクム」
11.25 SNOWBOARDERS①
９.20Kラグビー 関東大学対抗戦'21
フス・デンマーク
フス・デンマーク
９.30 情報◇MLBミュージック
11.30 The REAL 大宮アル
「明治大学×筑波大学」 １.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1162 １.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1163 10.20 MLB 深掘り History⑥
ディージャVENTUS
１.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1165 11.20★XKラグビー 関東大学 １.30 情報◇桑田泉ゴルフ1⑦ １.30 情報
10.50 柔道グランドスラム2021
０.30 情報
１.30 情報
対抗戦2021
２.30 MOTOR GAMES#396 ２.00 桑田泉ゴルフ1⑧◇情報
「タシケント大会①」
１.00 原田伸郎Ⅲ#1164◇情報 ２.00 桑田泉ゴルフ1⑥
「早稲田大学×帝京大学」 ３.00Kアルペンスキー FIS W杯 ３.00 スーパーフォーミュラ
１.20AWWE ロウHL#1483
２.00 桑田泉ゴルフ1⑤◇情報 ２.30 情報
▽１.50「慶應義塾大学×
2021/22 男子 ジャイ
ダイジェスト 第6戦
２.20★X高円宮杯 U-18 サッカ
３.00 秋季近畿地区高等学校野 ３.00AWWE ロウHL#1483
明治大学」
アントスラローム
３.15 第18回 みやざきフェニ
ープレミアリーグ2021
球大会 2021
４.00 秋季近畿地区高等学校野 ４.00 ダンス！ 統一全日本解剖編
「ゾルデン/オーストリア」
ックス・リーグ
▽WEST 第5節-4「磐田
▽準々決勝-1
球大会 2021
５.00★Xダンス！華麗なる闘い ６.00 GTV2021⑧
「広島×ロッテ（10/31）」
U-18×G大阪ユース」
▽５.30 準々決勝-2
▽準々決勝-3
「バルカーカップ 統一全
７.00Kラグビー 関東大学対抗戦 ７.15Kラグビー日本代表テスト ４.45Kラグビー 関東大学対抗戦'21
８.00Kラグビー日本代表テスト
▽６.30 準々決勝-4
日本ダンス選手権 2021」
2021
マッチ2021
「早稲田大学×帝京大学」
マッチ2021
９.00Kラグビー 関東大学対抗戦
（放送開始時刻変更あり）
「早稲田大学×帝京大学」
「日本×オーストラリア」
▽６.45「慶應義塾大学×
「日本×オーストラリア」
2021
９.00Kラグビー 関東大学対抗戦'21
▽９.00「慶應義塾大学× 10.00★MLBイッキ見！◇情報
明治大学」
10.45 第18回 みやざきフェニ
「明治大学×筑波大学」
「早稲田大学×帝京大学」
明治大学」
11.00 MLBミュージック
８.45 SNOWBOARDERS①
ックス・リーグ
11.00 秋季近畿地区高等学校野
▽11.00「慶應義塾大学× 11.00 柔道ワールドマスターズ 11.20KHOOP!～学生バスケ情報⑩ ８.50★Xバドミントン ワールド
「広島×ロッテ（10/31）」
球大会 2021
明治大学」
2021
「ドーハ大会②」 11.50★Xバドミントン ワールド
ツアー ヒュロオープン
２.45AスマックダウンHL#1157
▽準決勝-1
１.00 柔道ワールドマスターズ １.45BFIM スーパースポーツ世
ツアー ヒュロオープン
2021
３.45 MLBミュージック
▽１.30 準決勝-2
2021
「ドーハ大会①」
界選手権2021
2021
▽準決勝
（〜4.00）
（〜4.00）
（〜4.00）
▽第12戦
（〜4.15）
▽準々決勝
～ザールランドホール
５.30 情報
５.30 情報
５.30 情報
６.00KHOOP!～学生バスケ情報⑩ ５.30 情報
４.05AWWE ロウHL#1484
６.30 秋季東京都高等学校野球 ６.00 バドミントン ワールド ６.00 バドミントン ワールド ６.00 バドミントン ワールド ６.00 バドミントン ワールド ５.05 秋季東京都高等学校野球
ツアー デンマークオー
ツアー デンマークオー
ツアー デンマークオー
ツアー デンマークオー
大会 2021 決勝
大会 2021
プン 2021
プン 2021
プン 2021
プン 2021
９.00★Kラグビー 関東大学リー
▽準決勝-1
▽2回戦
▽準々決勝
▽準決勝
▽決勝
グ戦2021
「日本大学×
▽７.35 準決勝-2
～オーデンセ・スポーツ
～オーデンセ・スポーツ
～オーデンセ・スポーツ
～オーデンセ・スポーツ 10.05 情報◇ラグビー 一人語り③
流通経済大学」
・パーク
・パーク
・パーク
・パーク
▽11.00
11.00★都市対抗野球 開幕直前SP
「東海大学×法政大学」 １.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1165 １.00★原田伸郎Ⅲ#1166◇情報 １.00★原田伸郎ゴルフⅢ#1167 １.00★原田伸郎ゴルフⅢ#1168 11.30 情報
１.30 情報
１.00 原田伸郎Ⅲ#1164◇情報 １.30 情報◇桑田泉ゴルフ1⑩ ２.00 桑田泉ゴルフ1⑪◇情報 １.30 情報
０.00BFIM スーパーバイク世界
２.00 桑田泉ゴルフ1⑨◇情報 ２.30 MOTOR GAMES#397 ２.45BFIM スーパースポーツ世 ２.00 桑田泉ゴルフ1⑫◇情報 ２.00 桑田泉ゴルフ1⑬◇情報
選手権2021 第12戦
界選手権2021 第12戦 ３.00 セレクション
３.00KHOOP!～学生バスケ情報⑩
３.00KHOOP!⑩◇30 結束！ ３.00 秋季東京都高等学校野球
「サンファン・ビリクム」
大会 2021 準決勝-1 ５.15 情報
３.30 ダンス！華麗なる闘い
４.00Kラグビー 関東大学リーグ
３.00BFIM スーパースポーツ世
▽５.30 準決勝-2
５.30 秋季東京都高等学校野球
「バルカーカップ 統一全
戦2021
界選手権2021 第12戦
大会 2021
日本ダンス選手権 2021」
「日本大学×流通経済大学」 ８.00Kラグビー 関東大学リーグ
「サンファン・ビリクム」
戦2021
▽決勝
８.00Kラグビー 関西大学リーグ ７.00 秋季九州地区高等学校野 ５.30 The REAL 大宮アル
▽６.00
「東海大学×法政大学」 ８.00Kラグビー 関東大学リーグ
2021「同志社大学×京都
球大会 2021
「東海大学×法政大学」
ディージャVENTUS
戦2021
産業大学」
▽決勝
８.00Kラグビー 関西大学リーグ'21 10.00Kラグビー 関東大学対抗戦
６.30Kラグビー 関西大学リーグ
2021
「日本大学×流通経済大学」
▽10.00「天理大学×関西 ９.30Kラグビー 関東大学リーグ
「同志社大学×京都産業大学」
2021「同志社大学×京都
「慶應義塾大学×明治大学」
▽10.00
学院大学」
戦2021
▽10.00「天理大学×関西
産業大学」
０.00 柔道グランドスラム2021
「東海大学×法政大学」 ０.00 柔道グランドスラム2021
「東海大学×法政大学」
学院大学」
▽８.30「天理大学×関西
「タシケント大会③」
０.00 柔道グランドスラム2021
「アンタルヤ大会③」
▽11.30「日本大学×流通
０.00Kラグビー 関東大学対抗戦'21
学院大学」
「アンタルヤ大会①」
２.45 結束！侍ジャパン
経済大学」
「早稲田大学×帝京大学」 ２.45 REAL 大宮VENTUS
10.30Bセレクション
２.00AスマックダウンHL#1158 ３.45 SUPER GTダイジェスト ３.00 The REAL ビーチサッ ３.15AエクストリームE HL 第4戦 １.30 柔道グランドスラム2021 １.30 柔道グランドスラム2021
▽第6戦
（〜4.00）
カーW杯
（〜4.00）
ブラジル
（〜4.10）
「カザン大会①」
３.00AロウHL#1484（〜4.00）
「カザン大会②」
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５.00AスマックダウンHL#1158
６.00BFIM スーパーバイク世界
選手権2021 第12戦
９.00 情報
９.30AFIM EWCダイジェスト 第4戦
10.00★Kラグビー 関西大学リー
グ2021
「同志社大学×
京都産業大学」
▽０.00「天理大学×関西
学院大学」
２.00 柔道グランドスラム2021
「タシケント大会②」
４.30Kラグビー 関西大学リーグ
2021「同志社大学×京都
産業大学」
▽６.30「天理大学×関西
学院大学」
８.30 GTダイジェスト 第6戦
８.50★Xバドミントン ワールド
ツアー ヒュロオープン
2021
▽決勝
～ザールランドホール
（〜4.00）

14

４.00AスマックダウンHL#1159
５.00KHOOP!⑩◇AFIM EWC
６.00 秋季東京都高等学校野球
大会 2021 決勝
８.30 MLB 深掘り History⑥
９.00Bセレクション
11.30Bスーパースポーツ 第12戦
２.00 The REAL 大宮アル
ディージャVENTUS
３.00 ラグビー 一人語り③
３.30 セレクション
６.00★K第101回全国高等学校
ラグビーフットボール大会
▽東京都予選 第1地区 決勝
▽７.30 第2地区 決勝
９.00 ラグビー 一人語り①
９.30 柔道グランドスラム2021
「カザン大会③」
０.00 MLB 深掘り History⑥
０.30 The REAL◇我ら⑥
２.00 REAL サイクルバッラン
▽３.00 ビーチサッカーW杯
（〜4.00）
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６.00 バドミントン ワールド ４.00AWWE ロウHL#1485
７.00 バドミントン ワールド ５.30 情報◇我らワールド⑥
６.00 バドミントン ワールド ４.45AWWE ロウHL#1485
５.15AWWE ロウHL#1485
ツアー フランスオープン
ツアー フランスオープン ６.30 バドミントン ワールド
ツアー フランスオープン ５.45 MOTOR#398◇AMobil⑩ ６.15AスマックダウンHL#1160
（5.00〜6.00放送休止）
2021
2021
ツアー フランスオープン
2021
６.00 バドミントン ワールド
６.45 MLB 大谷翔平ホームラン ７.15 SNOWBOARDERS③
▽2回戦
▽準決勝-1
2021 準決勝-2
▽決勝
ツアー フランスオープン
７.30 MLB音楽◇50 結束！ ７.20Kラグビー 関西大学リーグ
～スタッド・ピエール・
～スタッド・ピエール・ ０.30 情報◇原田伸郎Ⅲ#1168
～スタッド・ピエール・ ８.20K第101回全国高等学校ラ
2021 準々決勝
2021
「関西学院大学×
ド・クーベルタン, パリ
ド・クーベルタン, パリ １.30 情報◇桑田泉ゴルフ1⑰
ド・クーベルタン, パリ
～スタッド・ピエール・
グビーフットボール大会
同志社大学」
２.30AMobil 1 The Grid⑩
ド・クーベルタン, パリ
▽東京都予選 第1地区 決勝
▽９.20「京都産業大学×
１.00★原田伸郎ゴルフⅢ#1169 １.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1166 １.00 原田伸郎Ⅲ#1167◇情報 ３.00 結束！侍ジャパン
１.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1169
▽９.50 第2地区 決勝
天理大学」
１.30 情報
２.00 桑田泉ゴルフ1⑯◇情報 ３.30 都市対抗野球 開幕直前SP １.30 情報
１.30 情報
11.20★XKラグビー 関東大学 11.20★XKラグビー 関東大学
２.00 桑田泉ゴルフ1⑭
２.00 桑田泉ゴルフ1⑮◇情報 ２.45BFIM スーパースポーツ世 ４.00 秋季東京都高等学校野球 ２.00 桑田泉ゴルフ1⑱◇情報
対抗戦2021
リーグ戦2021
２.30 第17回 関東地区大学野 ３.00 第17回 関東地区大学野
界選手権2021 第12戦
大会 2021 決勝
２.45 ダンス！華麗なる闘い
「筑波大学×立教大学」
「法政大学×流通経済大学」
球選手権大会
５.15 情報
６.30 都市対抗野球 開幕直前SP
「バルカーカップ 統一全
球選手権大会
▽１.50
▽１.50
▽準決勝-1
５.30 秋季東京都高等学校野球 ７.00K第101回全国高等学校ラ
日本ダンス選手権 2021」
▽決勝
「明治大学×帝京大学」
「日本大学×東海大学」
大会 2021 準決勝-1
グビーフットボール大会 ６.15★広島東洋カープ 2021 ４.00★ガンバレプロ野球R①
６.30 セレクション
４.00 セレクション
▽６.00 準決勝-2
▽８.00 準決勝-2
▽東京都予選 第1地区 決勝
ベストゲーム①
４.30★広島東洋カープ 2021 ５.00★広島東洋カープ 2021
10.30Kラグビー 関東大学リーグ
▽８.30 第2地区 決勝
ベストゲーム②
ベストゲーム③
９.30Bセレクション
戦2021
10.00Bセレクション
10.00★MLB 大谷翔平ホームラン ８.15★BFIMスーパーバイク/スー ８.45Kラグビー 関東大学リーグ
９.00K第101回全国高等学校ラ
「日本大学×流通経済大学」 ０.30 世界柔道2021③
10.45★MLBミュージック
グビーフットボール大会
パースポーツ世界選手権
戦2021
「男子81kg級/女子63kg 11.00 世界柔道2021④
▽東京都予選 第1地区 決勝 ０.30 世界柔道2021②
▽第13戦 決勝レース1
「法政大学×流通経済大学」
０.00 世界柔道2021①
「男子66kg級/女子52kg
級HL、男子90kg級/
「男子100kg級/
▽10.30 第2地区 決勝
10.45Kラグビー 関東大学対抗戦
▽10.45
「男子60kg級/
級HL、男子73kg級/
女子70kg級」
女子78kg級」
０.00 The REAL
'21「筑波大学×立教大学」
「日本大学×東海大学」
女子48kg級」
女子57kg級」
３.15KHOOP!～学生バスケ情報⑩ １.45 世界柔道2021⑤
▽海外ラグビー特集
▽０.45
０.45 世界柔道2021⑥
３.00AWWE スマックダウン
３.30 都市対抗野球 開幕直前SP ３.45 スーパーフォーミュラ
「男子100kg超級/
「明治大学×帝京大学」
「男女混合団体戦」
ハイライト#1159
（〜4.00）
▽第7戦
（〜4.00）
女子78kg超級」
（1.00〜7.00放送休止）
２.45 セレクション
３.45 MLB音楽 （〜4.00）
５.00 バドミントン ワールド
ツアー ヒュロオープン
2021
▽準決勝
～ザールランドホール
１.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1166
１.30 情報
２.00 桑田泉ゴルフ2①
２.30Kラグビー 関西大学リーグ
2021
「関西学院大学×
同志社大学」
▽４.30「京都産業大学×
天理大学」
６.30★広島東洋カープ 2021
ベストゲーム④
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６.00 バドミントン ワールド ６.00 バドミントン ワールド ６.00 バドミントン ワールド ４.50 バドミントン ワールド ４.00AWWE ロウHL#1486
４.15 我らワールド観戦塾⑥
ツアー ヒュロオープン
ツアー インドネシアマス
ツアー インドネシアマス
ツアー インドネシアマス ５.00AスマックダウンHL#1161 ４.45 ガンバレプロ野球R①
2021 決勝
ターズ 2021 2回戦
ターズ 2021
ターズ 2021 準決勝 ６.00 バドミントン ワールド ５.15Kラグビー 関東大学リーグ
１.00 ラグビー 一人語り③① １.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1167
▽準々決勝～バリ
１.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1169
戦2021
ツアー インドネシアマス
１.50★XKラグビー 関東大学対抗戦 １.30 情報◇桑田泉ゴルフ2② １.00 原田伸郎Ⅲ#1168◇情報 １.30 情報◇桑田泉ゴルフ2④
「法政大学×流通経済大学」
ターズ 2021 決勝
「早稲田大学×慶應義塾大学」 ２.30AMobil 1 The Grid⑩
２.00 桑田泉ゴルフ2③◇情報 ２.30 情報◇３.00 結束！
▽７.15
１.00 SUPER GTに挑む！⑥
４.00★第101回全国高等学校ラ ３.00Kスキージャンプ FIS W杯 ３.00Kアルペンスキー FIS W杯 ３.30 都市対抗野球 開幕直前SP １.30 セレクション
「日本大学×東海大学」
グビーフットボール大会
2021/22 男子 ラージ
2021/22
４.00Kラグビー 関東大学対抗戦 ２.30★K第101回全国高校ラグ ９.15 都市対抗野球 開幕直前SP
▽大分県予選 決勝
ヒル（11/21）
▽女子 スラローム
2021「早稲田大学×慶應
９.45★X第92回 都市対抗野球
ビー大会 大阪府予選
▽４.30 神奈川県予選 決勝 ５.00 MOTOR#399◇野球R①
「レヴィ/フィンランド」
義塾大学」
大会
第1地区 決勝
▽５.00 京都府予選 決勝 ６.00★広島東洋カープ 特選集～ ６.00★広島東洋カープ 特選集 ６.00★広島東洋カープ 特選集
▽第1日 1回戦
▽４.00 第2地区 決勝
▽５.30 兵庫県予選 決勝
クリス・ジョンソン特集②
～ありがとう クリス・
～ありがとう クリス・
～東京ドーム
▽５.30 第3地区 決勝
６.00★広島東洋カープ 特選集～
▽7回までノーヒット！
ジョンソン特集～③
ジョンソン特集～④
（延長の場合、以降の番組
７.00★広島東洋カープ 特選集
クリス・ジョンソン特集①
8回2失点11勝目「広島
▽2試合連続の完封勝利
▽8回2安打無失点の好投 !
変更あり）
～ありがとう クリス・
▽来日初登板！ 1安打完封
×中日(2015/9/10)」
「広島×巨人('16/5/24)」
「広島×中日('17/8/25)」
ジョンソン特集～⑤
勝利！「広島×ヤクルト 10.00K第101回全国高等学校ラ ９.45 MLBミュージック
10.00 セレクション
▽7回1失点の好投！
(2015/3/28)」
グビーフットボール大会 10.00Kラグビー 関東大学対抗戦 10.15★XKノルディック複合
「広島×阪神('18/5/11)」 10.00Bラグビー オータム・イン
10.15★広島東洋カープ 2021 ９.30 MLB音楽◇セレクション
▽東京都予選 第1地区 決勝
2021「早稲田大学×慶應
FIS W杯 2021/22
ターナショナルズ 2021
11.00 MLBミュージック
ベストゲーム⑤
10.45Kラグビー 関東大学対抗戦
▽11.30 第2地区 決勝
義塾大学」
▽男子 ラージヒル5km 11.20★XBラグビー オータム・イ
「バーバリアンズ×サモア代表」
'21「早稲田大×慶應義塾大」 １.00Kラグビー 関東大学対抗戦 ０.00Kラグビー 関東大学リーグ
「ルカ/フィンランド」
ンターナショナルズ 2021 ０.15Kラグビー 関東大学リーグ
▽０.45「明治大×帝京大」
'21「筑波大学×立教大学」
戦2021
１.00Kラグビー 関東大学対抗戦
戦2021
「バーバリアンズ×サモア代表」
２.00AスマックダウンHL#1160 ２.45Kラグビー 関東大学リーグ ３.00 MLB 大谷翔平ホームラン
「法政大学×流通経済大学」
2021「早稲田大学×慶應 １.45Kラグビー 関東大学対抗戦'21
「法政大学×日本大学」
３.00AWWE ロウHL#1486
戦2021「法政大学×流通 ３.45 MLBミュージック
▽２.00「日本大学×東海
義塾大学」
▽２.15「流通経済大学×
「明治大学×帝京大学」
（〜4.00）
経済大学」

（〜4.45）
（〜4.00）
大学」

（〜4.00） ３.00 プロ野球R①◇結束！ ３.45 ガンバレプロ野球R①
東海大学」

（〜4.15）
６.00 情報
６.00Kスキージャンプ FIS W杯
６.30Kノルディック複合 FIS
2021/22 男子 ラージ
W杯 2021/22
ヒル（11/21）
▽男子 ラージヒル5km
「ルカ/フィンランド」
８.00 MOTOR GAMES#400
８.30 ガンバレプロ野球R①
８.30 ラグビー 一人語り③
９.00 ラグビー 一人語り①
８.55 結束！侍ジャパン
９.25 第92回 都市対抗野球
９.25 第92回 都市対抗野球
ダイジェスト 第1日
ダイジェスト 第2日
９.55★X第92回 都市対抗野球 ９.55★X第92回 都市対抗野球
大会 第2日 1回戦
大会
～東京ドーム
▽第3日 1回戦
（延長の場合あり）
～東京ドーム
10.00★結束！侍ジャパン
（延長の場合、以降の番組
10.30★第101回全国高等学校ラ
変更あり）
グビーフットボール大会 10.00 MLBイッキ見！特別編
▽奈良県予選 決勝
10.45 セレクション
▽11.00 福岡県予選 決勝 11.45Kラグビー 関東大学リーグ
▽11.30 長崎県予選 決勝
戦2021
０.00Bラグビー オータム・イン
「流通経済大学×東海大学」
ターナショナルズ 2021
▽１.45
「バーバリアンズ×サモア代表」
「法政大学×日本大学」
２.15AスマックダウンHL#1161 ３.45 SUPER GTダイジェスト
３.15AロウHL#1487（〜4.15）
▽第7戦
（〜4.00）

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.0570-099-333

（ナビダイヤル/毎日10:00〜20:00）

※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。

（J SPORTS 1）

