
火 水 木 金 土 日月

（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 関東大学リーグ
戦2021

	 「流通経済大学×東海大学」
８.00　HOOP!～学生バスケ情報⑪
８.30　MLBイッキ見！特別編
９.15　MLB 大谷翔平ホームラン
10.00★XWWE ロウ#1488
	 ▽英語版
１.15　MLBミュージック�
１.30　結束！侍ジャパン�
２.00KISU世界フィギュアスケ

ート選手権2021
	 「エキシビション」
４.30　我らワールド観戦塾⑥
５.00BCycle*2021  

ジロ・デ・イタリア
	 ▽第10ステージ
９.00★KENJIの部屋		佐藤駿③
９.30　SUPER GTに挑む！⑥
10.00KSUPER GT 2021
	 ▽第8戦「決勝」
１.00　WWE ロウ#1488		英語版
３.45　MLBミュージック�

（〜4.00）

６.00BFIFA フットサル ワールド
カップ リトアニア 2021
��　ラウンド16-4	
「アルゼンチン×パラグアイ」	
▽８.15 ラウンド16-5	
「ブラジル×日本」

10.30KHOOP!～学生バスケ情報⑩
11.00　GTV2021⑧
０.00★2021 全日本自転車競技

選手権 ロードレースHL
１.30　2013 ツール・ド・フラン

ス～世界遺産を巡る21日間
３.30　フィギュア セレクション
４.00　セレクション
６.00BCycle*2021  ツール・

ド・ラ・プロヴァンス
	 ▽第4ステージ
９.00BCycle*2021 

ストラーデ・ビアンケ
０.15　2021 全日本自転車競技

選手権 ロードレースHL
１.45　きょうのドアラ③
２.00　セレクション

（〜4.00）

６.00Kラグビー 関東大学対抗戦'21
	 「早稲田大学×帝京大学」	

▽８.00 「慶應義塾大学×
明治大学」

10.00BFIFA フットサル ワールド
カップ リトアニア 2021�

	 「ポルトガル×セルビア」

０.15　MLBミュージック�
０.30　フィギュア セレクション
１.00K第59回北九州オープンフィ

ギュアスケート競技会③④
	 ▽ジュニア女子フリース

ケーティング	
▽３.45 	
ジュニア男子シングル

５.45　MLBミュージック�
６.00BCycle*2021 

パリ～ニース
	 ▽第1ステージ	

▽８.30 第2ステージ
11.00AWWE ロウ#1483
１.45　きょうのドアラ④
２.00　セレクション	（〜4.00）

６.00Kラグビー 関東大学対抗戦'21
	 「慶應義塾大学×明治大学」	

▽８.00 	
「早稲田大学×帝京大学」

10.00BFIFA フットサル ワールド
カップ リトアニア 2021�

	 ▽ラウンド16-7	
「スペイン×チェコ」

０.15　MLBミュージック�
０.30AREAL		自転車	エロイカ～英
１.00K第59回北九州オープンフィ

ギュアスケート競技会⑤
	 ▽男女シングル
４.30　フィギュア セレクション
５.00　GTV2021⑧
６.00★AWWE スマックダウン

#1158
８.00BCycle*2021 

パリ～ニース
	 ▽第3ステージ	

▽10.30 第4ステージ	
▽１.00 第5ステージ

３.30　結束！侍ジャパン�

４.00　セレクション
６.00　MLBミュージック�
６.15AWWE ロウ#1483
９.00★XWWE スマックダウン

#1159　英語版
11.15　GTダイジェスト		第6戦
11.30　2021 全日本自転車競技

選手権 ロードレースHL
１.00★XKSUPER GT 2021
	 ▽第7戦	ツインリンクも

てぎ「予選」
５.45　MLBミュージック�
６.00AThe REAL　自転車		

エロイカ～日本	
▽６.30 エロイカ～イギリス

７.00★BCycle*2021 飯島誠・
栗村修・辻啓が選ぶ2021
シーズンベストレース！①

１.00　WWE スマックダウン
#1159　英語版

３.00　高円宮杯 U-18 サッカー
プレミアリーグ2021

	 ▽WEST	第5節-4「磐田
U-18×G大阪ユース」

５.00AThe REAL　自転車		
エロイカ～日本	
▽５.30 エロイカ～イギリス

６.00Aスマックダウン#1158
８.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 ▽WEST	第5節-4「磐田

U-18×G大阪ユース」
10.00　フィギュア セレクション
10.30★XKSUPER GT 2021
	 ▽第7戦	ツインリンクも

てぎ「決勝」

５.30APURE ETCR　第5戦
６.00　MLBイッキ見！�◇情報
７.00★BCycle*2021 飯島誠・

栗村修・辻啓が選ぶ2021
シーズンベストレース！②

１.00KSUPER GT 2021
	 ▽第7戦	ツインリンクも

てぎ「決勝」

（〜4.00）

５.00Kアルペンスキー FIS W杯
	 ▽男子	ジャイアントス

ラローム～ゾルデン
８.00　2021 全日本自転車競技

選手権 ロードレースHL
９.30　スーパーフォーミュラ		第7戦
９.50★X高円宮杯 U-18 サッカ

ープレミアリーグ2021
	 「G大阪ユース×広島ユース」
０.15　MLBミュージック�
０.30Aスマックダウン#1159
２.30　フィギュア セレクション
３.00AエクストリームE		第4戦
４.00　2014 ツール・ド・フランス

～絶景で振り返る101回大会
６.00★REAL		サイクルバッラン
７.00BCycle*2021 

ミラノ～サンレモ
11.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 「G大阪ユース×広島ユース」	

「磐田U-18×鳥栖U-18」
３.00AエクストリームE '21HL		

▽第4戦		 （〜4.00）

５.00　KENJIの部屋		佐藤駿①
５.30BFIFA フットサル ワールド

カップ リトアニア 2021
��　3位決定戦	
「ブラジル×カザフスタン」	
▽７.45 決勝	
「アルゼンチン×ポルトガル」

10.45　SNOWBOARDERS③
10.50★XU-18 サッカープレミアリーグ
	 「青森山田高校×清水ユース」
１.15　MLB音楽�◇プロ野球R①
２.00　GT ダイジェスト		第7戦
２.15★XBFIM スーパーバイク/ 

スーパースポーツ世界選手権
	 ▽第13戦	決勝レース2
５.30　2016 ツール・ド・フランス

～絶景で振り返る103回大会
７.30★BCycle*2021 飯島誠・

栗村修・辻啓が選ぶ2021
シーズンベストレース！⑤

１.00　U-18 サッカープレミアリーグ
	 「青森山田高校×清水ユース」
３.00　FIFA フットサル W杯 

2021　総集編（〜4.00）

４.00BFIFA ビーチサッカー ワ
ールドカップ 2021

	 ▽準々決勝-3	
「タヒチ×日本」

６.00　REAL		ビーチサッカーW杯
７.00Kノルディック複合 W杯
	 ▽男子ラージヒル5km「ルカ」
９.00　我ら⑥◇30 KENJIの部屋
10.00Aスマックダウン#1161
０.00★XKSUPER GT 2021
	 ▽第8戦	富士スピードウ

ェイ「決勝」
５.30　2021 全日本自転車競技

選手権 ロードレースHL
７.00BCycle*2021  

ジロ・デ・イタリア
	 ▽第8ステージ
11.00KSUPER GT 2021
	 ▽第8戦	富士スピードウ

ェイ「決勝」
２.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 ▽EAST	第17節-2	

「柏U-18×青森山田高校」

６.00AThe REAL　自転車		
エロイカ～イタリア	
▽６.30 エロイカ～日本	
▽７.00 エロイカ～イギリス

７.30Kロシアフィギュアスケート
選手権2021【記者会見 
追加版】　ペア

10.00Kげんさんサマーカップ
2021フィギュアスケー
ト競技会②

	 ▽ジュニア男子シングル
２.30　フィギュア セレクション
３.00BFIA 世界ツーリングカー

・カップ（WTCR） 2021
	 ▽第7戦「決勝（レース1,2）」
５.30KHOOP!～学生バスケ情報⑩
６.00BCycle*2021 ティレーノ

～アドリアティコ
	 ▽第2ステージ	

▽９.30 第3ステージ	
▽０.30 第4ステージ

３.00　【ダーツ】2009 ワールド
マッチプレー　準決勝

（〜4.00）

６.00　2021 全日本自転車競技
選手権 ロードレースHL

７.30Kロシアフィギュアスケート
選手権2021【記者会見 
追加版】　アイスダンス

10.00Kげんさんサマーカップ
'21フィギュアスケート
競技会③　女子シングル

３.00　【ダーツ】2009 ワールド
マッチプレー　準決勝

４.00　フィギュア セレクション
４.30KSUPER GT 2021
	 ▽第7戦	ツインリンクも

てぎ「予選」
６.00BCycle*2021 ティレーノ

～アドリアティコ
	 ▽第5ステージ
９.30KHOOP!～学生バスケ情報⑩
10.00AWWE ロウ#1484
０.45　MLBミュージック�
１.00KSUPER GT 2021
	 ▽第7戦	ツインリンクも

てぎ「決勝」	 （〜4.00）

５.30BFIFA フットサル ワールド
カップ リトアニア 2021
��　ラウンド16-8	
「ウズベキスタン×イラン」	
▽７.45 準々決勝-1	
「モロッコ×ブラジル」

10.00Kげんさんサマーカップ
'21フィギュアスケート
競技会④　男子シングル

２.00　フィギュア セレクション
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00KSUPER GT 2021
	 ▽第7戦	ツインリンクも

てぎ「決勝」
６.00★AWWE スマックダウン

#1159
８.00BCycle*2021 ティレーノ

～アドリアティコ
	 ▽第6ステージ	

▽11.00 第7ステージ
２.30　天皇杯 JFA 全日本選手

権クラシックス⑮
	 ▽第84回大会	4回戦	

「佐川急便東京SC×磐田」

５.00　U-18 サッカープレミアリーグ
	 「磐田U-18×G大阪ユース」
７.00　スーパーフォーミュラ		第7戦
７.15AWWE ロウ#1484
10.00★XWWE スマックダウン

#1160　英語版
０.15　きょうのドアラ③
０.30　2021 全日本自転車競技

選手権 ロードレースHL
２.00　MLBミュージック�
２.20★X高円宮杯 U-18 サッカ

ープレミアリーグ2021
	 「磐田U-18×鳥栖U-18」
４.45　きょうのドアラ④
５.00　2021 全日本自転車競技

選手権 ロードレースHL
６.30★我らワールド観戦塾⑥
７.00★BCycle*2021 飯島誠・

栗村修・辻啓が選ぶ2021
シーズンベストレース！③

１.00　WWE スマックダウン
#1160　英語版

３.00　U-18 サッカープレミアリーグ
	 「磐田U-18×鳥栖U-18」

７.00Kラグビー 関西大学リーグ
2021「同志社大学×京都
産業大学」

９.00　我らワールド観戦塾⑥
９.30　ダンス！華麗なる闘い
	 「バルカーカップ	統一全	

日本ダンス選手権	2021」
１.00Kロシアフィギュアスケート

選手権2021
	 ▽エキシビション
３.30　KENJIの部屋		佐藤駿①
４.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 ▽WEST	第6節-2「G大阪

ユース×広島ユース」
６.00BCycle*2021  ボルタ・

ア・カタルーニャ
	 ▽第4ステージ	

▽８.30 第5ステージ	
▽10.30 第6ステージ

１.00BFIA 世界ツーリングカー
・カップ（WTCR） 2021

	 ▽第7戦「決勝（レース1,2）」
３.30　我らワールド⑥（〜4.00）

６.00Kラグビー 関西大学リーグ'21
	 「天理大学×関西学院大学」
８.00Bセレクション
10.30BFIFA フットサル ワールド

カップ リトアニア 2021�
	 ▽準々決勝-4	

「イラン×カザフスタン」
０.45　MLBミュージック�
１.00KISU世界フィギュアスケ

ート選手権2021【インタ
ビュー＆記者会見 拡大版】

	 「ペア	ショートプログラム」
５.00　REAL		サイクルバッラン
６.00BCycle*2021  ボルタ・

ア・カタルーニャ
	 ▽第7ステージ
８.30BCycle*2021  

フレッシュ・ワロンヌ
11.00AWWE ロウ#1485
１.45　MLBミュージック�
２.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 ▽WEST	第6節-3	

「磐田U-18×鳥栖U-18」

４.00AMobil 1 The Grid⑩
（4.30〜6.00放送休止）

６.00BFIFA フットサル ワールド
カップ リトアニア 2021
��　準決勝-1&2	
「ブラジル×アルゼンチン」	
「ポルトガル×カザフスタン」

10.30AMobil 1 The Grid⑩
11.00　REAL		ビーチサッカーW杯
０.00　我ら⑥◇KENJIの部屋
１.00KISU世界フィギュアスケ

ート選手権2021【インタ
ビュー＆記者会見 拡大版】

	 「ペア	フリースケーティング」
５.00　REAL　大宮VENTUS
６.00★Aスマックダウン#1160
８.00Bリエージュ～バストーニュ

～リエージュ
０.00　2021 全日本自転車競技

選手権 ロードレースHL
１.30　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 「磐田U-18×鳥栖U-18」	

「G大阪ユース×広島ユース」

５.30　我らワールド観戦塾⑥
６.00　REAL		サイクルバッラン
７.00　MLBミュージック�
７.15AWWE ロウ#1485
10.00★XWWE スマックダウン

#1161　英語版
０.15　GTダイジェスト		第7戦
０.30　都市対抗野球 開幕直前SP
１.00　KENJIの部屋		佐藤駿①
１.30　MLBミュージック�
１.50★XU-18 サッカープレミアリーグ
	 「神戸U-18×名古屋U-18」
４.15　MLBミュージック�
４.30　我らワールド観戦塾⑥
５.00Aドイツツーリングカー'21
	 ▽シーズンレビュー
６.00　REAL		サイクルバッラン
７.00★BCycle*2021 飯島誠・

栗村修・辻啓が選ぶ2021
シーズンベストレース！④

１.00　WWE スマックダウン
#1161　英語版

３.00　U-18 サッカープレミアリーグ
	 「神戸U-18×名古屋U-18」

６.00Kラグビー 関東大学リーグ
戦2021「日本大×東海大」

８.00Kラグビー 関西大学リーグ
2021「関西学院大学×
同志社大学」

10.00　ダンス！華麗なる闘い
	 ▽'21	WDSF世界選手権
11.00　2021 全日本自転車競技

選手権 ロードレースHL
０.30　KENJIの部屋		佐藤駿②
１.00KISU世界フィギュアスケ

ート選手権2021【インタ
ビュー＆記者会見 拡大版】

	 「女子シングル	ショート
プログラム」

６.00BCycle*2021  
ジロ・デ・イタリア

	 ▽第6ステージ
10.00Aロウ#1486◇GT		第7戦
１.00Kスキージャンプ FIS W杯 

2021/22		男子	ラージ
ヒル（11/20）

３.00　【ダーツ】'13 ワールドGP
	 ▽準々決勝	 （〜4.00）

６.00Kラグビー 関東大学対抗戦'21
	 「筑波大学×立教大学」
８.00Kラグビー 関西大学リーグ'21
	 「京都産業大学×天理大学」
10.00K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	

▽11.30 第2地区	決勝
１.00KISU世界フィギュアスケ

ート選手権2021【インタ
ビュー＆記者会見 拡大版】

	 「女子シングル	フリース
ケーティング」

５.30　KENJIの部屋		佐藤駿②
６.00★Aスマックダウン#1161
８.00BCycle*2021  

ジロ・デ・イタリア
	 ▽第7ステージ
０.00AFIA 世界耐久選手権

（WEC） 2021HL		第6戦
１.00Kアルペンスキー FIS W杯 

2021/22
	 ▽女子	スラローム	

「レヴィ/フィンランド」

４.00　高円宮杯 U-18 サッカー
プレミアリーグ2021

	 ▽EAST	第16節-2「青森
山田高校×清水ユース」

６.00　ガンバレプロ野球R①
６.30　MLB 大谷翔平ホームラン
７.15AWWE ロウ#1486
10.00★XWWE スマックダウン

#1162　英語版
０.15　MLBミュージック�
０.30　KENJIの部屋		佐藤駿②
１.00KISU世界フィギュアスケ

ート選手権2021【インタ
ビュー＆記者会見 拡大版】

	 「男子シングル	ショート
プログラム」

６.15　MLBミュージック�
６.30　我らワールド観戦塾⑥
７.00★BCycle*2021 飯島誠・

栗村修・辻啓が選ぶ2021
シーズンベストレース！⑥

１.00　WWE スマックダウン
#1162　英語版

３.00A世界耐久（WEC）HL		第6戦

６.00Kラグビー 関西大学リーグ
2021「関西学院大学×
同志社大学」	
▽８.00 「京都産業大学×
天理大学」

10.00　GTV2021⑨
11.00KISU世界フィギュアスケ

ート選手権2021【インタ
ビュー＆記者会見 拡大版】

	 「アイスダンス	リズムダンス」
４.00AWWE スマックダウン

#1160
６.00★AWWE ロウ#1486
８.45　MLBミュージック�
９.00BCycle*2021  

ジロ・デ・イタリア
	 ▽第1ステージ
１.15　MLBミュージック�
１.30　ガンバレプロ野球R①
２.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 ▽EAST	第16節-2「青森

山田高校×清水ユース」
（〜4.00）

６.00Kラグビー 関東大学対抗戦'21
	 「筑波大学×立教大学」
８.00Kラグビー 関東大学リーグ

戦2021
	 「日本大学×東海大学」
10.00★XWWE ロウ#1487
	 ▽英語版
１.15　MLB 大谷翔平ホームラン
２.00　GTV2021⑨
３.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 ▽WEST	第16節-1「神戸

U-18×名古屋U-18」
５.00BCycle*2021  

ジロ・デ・イタリア
	 ▽第2ステージ
９.00★KENJIの部屋		佐藤駿②
９.30BCycle*2021  

ジロ・デ・イタリア
	 ▽第3ステージ
１.00　WWE ロウ#1487
	 ▽英語版
３.45　MLBミュージック�

（〜4.00）

６.00　第101回全国高校ラグビー
	 ▽大分県予選	決勝	

▽６.30 神奈川県予選	決勝	
▽７.00 京都府予選	決勝	
▽７.30 兵庫県予選	決勝

８.00Kラグビー 関東大学対抗戦'21
	 「早稲田大学×慶應義塾大学」
10.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 「青森山田高校×清水ユース」
０.00　GTV2021⑨
１.00KISU世界フィギュアスケ

ート選手権2021【インタ
ビュー＆記者会見 拡大版】

	 「アイスダンス	フリーダンス」
５.30AMobil 1 The Grid⑩
６.00BCycle*2021  

ジロ・デ・イタリア
	 ▽第4ステージ	

▽10.00 第5ステージ
２.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 「神戸U-18×名古屋U-18」

（〜4.00）

４.00BFIFA ビーチサッカー ワ
ールドカップ 2021		3位
決定戦「スイス×セネガル」

５.30AREAL		自転車	エロイカ～英
６.00BFIFA フットサル ワールド

カップ リトアニア 2021
��「ロシア×ベトナム」	
「ベネズエラ×モロッコ」

10.30AThe REAL　自転車		
エロイカ～イタリア	
▽11.00 エロイカ～日本	
▽11.30 エロイカ～イギリス

０.00K第59回北九州オープンフィ
ギュアスケート競技会①

	 ▽ノービスAB男女シングル
３.30KHOOP!～学生バスケ情報⑩
４.00Aスマックダウン#1157
６.00★Aロウ#1483◇MLB音楽�
９.00BCycle*　ツール・ド・ラ・

プロヴァンス		第1ステージ
０.00Kアルペンスキー FIS W杯 
	 ▽男子	ジャイアントス

ラローム～ゾルデン
３.00　GTV2021⑧	（〜4.00）

６.00BFIFA フットサル ワールド
カップ リトアニア 2021�

	 ▽ラウンド16-3	
「カザフスタン×タイ」

８.15　MLBミュージック�
８.30KHOOP!～学生バスケ情報⑩
９.00★XWWE ロウ#1484
	 ▽英語版
０.15K第59回北九州オープンフィ

ギュアスケート競技会②
	 ▽ジュニア女子ショート

プログラム
４.00　セレクション
６.00BCycle*2021  ツール・

ド・ラ・プロヴァンス
	 ▽第2ステージ
９.00　フィギュア セレクション
９.30KHOOP!～学生バスケ情報⑩
10.00BCycle*2021  ツール・

ド・ラ・プロヴァンス
	 ▽第3ステージ
１.00　WWE ロウ#1484		英語版
３.45　MLBミュージック�

（〜4.00）

５.00Kラグビー 関西大学リーグ'21
	 「天理大学×関西学院大学」	

▽７.00 「同志社大学×京
都産業大学」

９.00AエクストリームE		第4戦
10.00Kげんさんサマーカップ

2021フィギュアスケー
ト競技会①

	 ▽ジュニア女子シングル
２.45　MLBミュージック�
３.00　REAL		ビーチサッカーW杯
４.00AWWE スマックダウン

#1158
６.00★AWWE ロウ#1484
８.45　MLBミュージック�
９.00BCycle*2021 

パリ～ニース
	 ▽第6ステージ	

▽11.30 第7ステージ
２.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 ▽WEST	第5節-4「磐田

U-18×G大阪ユース」
（〜4.00）

６.00Kラグビー 関東大学リーグ
戦2021

	 「日本大学×流通経済大学」	
▽８.00 	
「東海大学×法政大学」

10.00★XWWE ロウ#1485
	 ▽英語版
１.15　GTダイジェスト		第6戦
１.30　2021 全日本自転車競技

選手権 ロードレースHL
３.00KSUPER GT 2021
	 ▽第7戦「決勝」
６.00BCycle*2021 

パリ～ニース
	 ▽第8ステージ
８.30　結束！侍ジャパン�
９.00　フィギュア セレクション
９.30BCycle*2021 ティレーノ

～アドリアティコ
	 ▽第1ステージ
０.00AエクストリームE		第4戦
１.00　WWE ロウ#1485		英語版
３.45　MLBミュージック�

（〜4.00）

６.00BFIFA フットサル ワールド
カップ リトアニア 2021
��　準々決勝-2	
「ロシア×アルゼンチン」	
▽８.15 準々決勝-3	
「スペイン×ポルトガル」

10.30Bセレクション
１.00Kロシアフィギュアスケート

選手権2021【記者会見 
追加版】　男子シングル

３.30　我らワールド観戦塾⑥
４.00AWWE スマックダウン

#1159
６.00★AWWE ロウ#1485
８.45　MLBミュージック�
９.00BCycle*2021  ボルタ・

ア・カタルーニャ
	 ▽第1ステージ	

▽11.30 第2ステージ
２.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 ▽WEST	第6節-2「G大阪

ユース×広島ユース」
（〜4.00）

６.00Kラグビー 関東大学リーグ
戦2021

	 「東海大学×法政大学」	
▽８.00 	
「日本大学×流通経済大学」

10.00★XWWE ロウ#1486
	 ▽英語版
１.15　スーパーフォーミュラ		第7戦
１.30　我らワールド観戦塾⑥
２.00Kロシアフィギュアスケート

選手権2021【記者会見 
追加版】　女子シングル

４.30　REAL		ビーチサッカーW杯
５.30AMobil 1 The Grid⑩
６.00BCycle*2021  ボルタ・

ア・カタルーニャ
	 ▽第3ステージ
８.30AMobil 1 The Grid⑩
９.00★KENJIの部屋		佐藤駿①
９.30　我らワールド観戦塾⑥
10.00　WWE ロウ#1486
	 ▽英語版
０.45　SNOWBOARDERS①②

（1.00〜7.00放送休止）

４.00　高円宮杯 U-18 サッカー
プレミアリーグ2021

	 ▽WEST	第17節-1「G大
阪ユース×名古屋U-18」

６.00　プロ野球R①◇30 我ら⑥
７.00KSUPER GT 2021
	 ▽第8戦「決勝」
10.00KISU世界フィギュアスケ

ート選手権2021【インタ
ビュー＆記者会見 拡大版】

	 「男子シングル	フリース
ケーティング」

３.15　MLBイッキ見！特別編
４.00Aスマックダウン#1161
６.00★AWWE ロウ#1487
８.45　MLBミュージック�
９.00BCycle*2021  

ジロ・デ・イタリア
	 ▽第9ステージ
２.00　高円宮杯 U-18 サッカー

プレミアリーグ2021
	 ▽EAST	第17節-2「柏

U-18×青森山田高校」
（〜4.00）
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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）

2021年11月放送スケジュール
2021.11.1 ▶ 11.30　J SPORTS 411

★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。


