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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　Foot!　MONDAY
５.30　情報
６.00　プロ野球
	 「中日×阪神（8/26）」	

▽９.30 	
「中日×阪神（8/27）」	
▽１.00 	
「中日×阪神（8/28）」

	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ

４.30　結束！侍ジャパン�
５.00　情報
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×オリックス」
	 ～楽天生命パーク宮城
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽3位決定戦
０.30　Foot!　MONDAY
１.15　セレクション
３.45　FIM スーパースポーツ300

（〜4.00）

５.30　MOTOR GAMES#439
６.00　情報
６.30　HOOP!～学生バスケ情報⑧
７.00　第93回 都市対抗野球大

会��
	 ▽第8日	2回戦	

▽10.30 第8日	2回戦
２.00　プロ野球
	 「楽天×オリックス

（8/30）」
	 ～楽天生命パーク宮城

５.30★Xプロ野球
	 「楽天×オリックス」
	 ～楽天生命パーク宮城
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽決勝
０.45　MLBミュージック�
１.00　セレクション
３.30　我らワールド観戦塾⑦

（〜4.00）

５.30　MOTOR GAMES#435
６.00　第93回 都市対抗野球大

会⑤　第2日	1回戦	
「Honda熊本×鷺宮製作所」

９.30　プロ野球
	 「楽天×ロッテ（8/2）」
	 ～楽天生命パーク宮城
１.00　結束！侍ジャパン�
１.30　セレクション
３.15　セレクション
５.00　情報
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×ロッテ」
	 ～楽天生命パーク宮城
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00　2022 ル・マン24時間

レースの舞台裏
11.00BSAIL GP '22/23
	 ▽第3戦	プリマス「Day1」	

▽１.00 「Day2」
３.00　第35回能代カップ高校

選抜バスケ③「中部第一
×開志国際」	 （〜4.00）

５.30　情報
６.00　第93回 都市対抗野球大

会⑥　第2日	1回戦	
「トヨタ自動車×日本製鉄
かずさマジック」

９.30　プロ野球
	 「楽天×ロッテ（8/3）」
１.00AThis Week in WWE#705
１.30　セレクション
３.15　セレクション
５.00　情報
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×ロッテ」
	 （試合終了まで放送）
10.00★Foot!　THURSDAY
11.00　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」
１.15　Foot!　THURSDAY
２.15　MLB音楽�◇30 結束！�
３.00　第35回能代カップ高校

選抜バスケ④「能代科技
×洛南」	 （〜4.00）

５.00★XBMLB中継
	 「エンジェルス×アスレ

チックス」
	 （延長の場合あり）
９.00　Foot!　THURSDAY
10.00　プロ野球
	 「楽天×ロッテ（8/4）」
	 ～楽天生命パーク宮城
１.30　第93回 都市対抗野球大

会⑦		第3日	1回戦「JFE
西日本×ロキテクノ富山」

５.00　【ダーツ】2013 ワールド
マッチプレー	ファイナル

５.55★Xプロ野球
	 「中日×横浜DeNA」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
	 （試合終了まで放送）
10.00　プロ野球
	 「中日×横浜DeNA（8/5）」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
１.30　Foot!　THURSDAY
２.30AThis Week in WWE#705
３.00BSAIL GP '22/23
	 ▽第3戦	プリマス「Day1」

５.00BSAIL GP '22/23
	 ▽第3戦	プリマス「Day2」
７.00　【ダーツ】2013 ワールド

マッチプレー	ファイナル
７.55　プロ野球
	 「中日×横浜DeNA（8/5）」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
11.25　セレクション

１.55★Xプロ野球
	 「中日×横浜DeNA」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
６.00BMLB中継
	 「マリナーズ×エンジェルス

（8/5）」
９.30　プロ野球
	 「中日×横浜DeNA（8/6）」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
１.00　セレクション

３.00　MOTOR GAMES#435
３.30　結束！侍ジャパン�

４.00　ダンス！　第43回JIDC
「スタンダード」

５.05★XBMLB中継～GAME1
	 「マリナーズ×エンジェルス」
	 （延長の場合あり）
９.00　The REAL
11.05★XBMLB中継～GAME2
	 「マリナーズ×エンジェルス」
	 （延長なし）
１.55★Xプロ野球
	 「中日×横浜DeNA」
	 （試合終了まで放送）
５.55★XFIM 世界耐久選手権

（EWC） 2022
	 ▽第3戦「鈴鹿8時間耐久

レース	［Part2］」
	 （放送開始時刻変更あり）
９.00　MLBイッキ見！⑱◇情報
10.00　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」
０.30　プロ野球
	 「中日×横浜DeNA（8/7）」

（〜4.00）

４.00　第93回 都市対抗野球大
会⑬　第5日	1回戦	
「東邦ガス×ミキハウス」

７.30　プロ野球
	 「楽天×西武（8/13）」
	 ～楽天生命パーク宮城
11.00BFIM スーパーバイク世界

選手権2022
	 ▽第6戦「モスト」
２.00　The REAL
４.00　結束！侍ジャパン�
４.30★Xプロ野球
	 「楽天×西武」
	 ～楽天生命パーク宮城
	 （試合終了まで放送）
９.00　The REAL		サーフィン
10.00　プロ野球
	 「楽天×西武（8/14）」
	 ～楽天生命パーク宮城
１.30　MLBミュージック�
１.45★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ  
2022		グループD	第2節	
「日本×ガーナ」	（〜4.15）

７.00　FIM スーパースポーツ300
７.15★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ 
2022　準々決勝-1

10.00　Foot!◇30 MLB音楽�
10.45★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ 
2022　準々決勝-2

１.30　FIM スーパースポーツ300
１.40　MLBミュージック�
１.55★Xプロ野球
	 「中日×ヤクルト」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
６.00　The REAL		サーフィン
７.00　Foot!　THURSDAY
７.30BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準々決勝-1	

▽10.00 準々決勝-2
０.30　プロ野球
	 「中日×ヤクルト（8/21）」

（〜4.00）

４.30　【ダーツ】'16 ワールドチャ
ンピオンシップ	ファイナル

６.25　第93回 都市対抗野球大
会�　第8日	2回戦

９.55　プロ野球
	 「中日×阪神（8/27）」
１.25　結束！侍ジャパン�
１.55★Xプロ野球
	 「中日×阪神」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
	 （試合終了まで放送）
６.00　The REAL
７.00BMLB中継
	 「ブルージェイズ×エン

ジェルス（8/27）」
10.30BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準決勝-2
１.00　2022 ル・マン24時間

レースの舞台裏
２.00BDTMドイツツーリング

カー選手権2022
	 ▽第5戦	決勝「ニュルブル

クリンク」	 （〜4.00）

６.00　WRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.8「プレビュー」◇情報
７.00　第93回 都市対抗野球大

会⑩　第4日	1回戦	
「日本通運×宮崎梅田学園」

10.30　プロ野球
	 「中日×巨人（8/9）」
２.00　情報◇30 MOTOR#436
３.00　セレクション
４.50★Xワールドユニバーシテ

ィバスケ2022③④
	 ▽Game3「ペリタハラ

パン大学×東海大学」	
▽７.35 Game4	
「アテネオ・デ・マニラ
大学×国立政治大学」

10.00　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」
０.30　Foot!◇１.15 MLB音楽�
１.30　SAIL GP '22/23HL
２.00　The REAL
３.00AエクストリームE '22HL
	 ▽第3戦	 （〜4.00）

５.30　MOTOR GAMES#436
６.00　第93回 都市対抗野球大

会⑪　第4日	1回戦	
「ヤマハ×NTT東日本」

９.30　情報◇10.00 Foot!
10.45★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ 
2022		グループA	第1節	
「コスタリカ×オーストラリア」

１.15　FIM スーパースポーツ300
１.30　我らワールド⑥◇Foot!
２.50★Xワールドユニバーシテ

ィバスケ2022⑥
	 ▽Game6「アテネオ・デ

・マニラ大学×東海大学」
５.30　セレクション
７.30　MLBミュージック�
７.45BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽グループA	第1節「コス

タリカ×オーストラリア」
10.00　セレクション

（〜4.00）

４.45★XBFIFA U-20 女子 ワ
ールドカップ コスタリカ 
2022		グループD	第1節	
「日本×オランダ」

７.15　Foot!　MONDAY
８.00　セレクション

３.00BFIFA U-20 女子 ワールド
カップ コスタリカ 2022

	 ▽グループD	第1節	
「日本×オランダ」

５.15　情報
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×西武」
	 ～楽天生命パーク宮城
	 （試合終了まで放送）
10.00　プロ野球
	 「楽天×西武（8/12）」
	 ～楽天生命パーク宮城
１.30　結束！侍ジャパン�
２.00　The REAL
３.00AFIA ETCR HL　第4戦
３.30AThis Week in WWE#706

４.00　第93回 都市対抗野球大
会⑫　第4日	1回戦	
「日立製作所×日本新薬」

７.30　プロ野球
	 「楽天×西武（8/12）」
11.00　Foot!　MONDAY
11.45BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽グループA	第1節「コス

タリカ×オーストラリア」	
▽２.00 グループD	第1節	
「日本×オランダ」

４.15　MLBミュージック�
４.30　MLBイッキ見！⑲◇情報
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×西武」
	 ～楽天生命パーク宮城
	 （試合終了まで放送）
10.00　結束！侍ジャパン�
10.30　The REAL		サーフィン
11.30　プロ野球
	 「楽天×西武（8/13）」
３.00　我らワールド観戦塾⑥
３.30　SAIL GP '22/23HL

６.00　情報
６.30　MOTOR GAMES#437
７.00　第93回 都市対抗野球大

会⑯⑰　第6日	1回戦	
「JR西日本×四国銀行」	
▽10.30 第6日	2回戦

２.00　The REAL
３.00　セレクション

５.00★高円宮賜杯 第42回全日
本学童軟式野球

	 ▽決勝
７.00BMLB中継
	 「エンジェルス×マリナーズ

（8/16）」
10.30　The REAL
11.30AMobil 1 The Grid⑥
０.00　ワールドユニバーシティ

バスケ2022⑥⑤
	 ▽Game6「アテネオ・デ

・マニラ大学×東海大学」	
▽２.00 Game5	
「ペリタハラパン大学×
国立政治大学」	（〜4.00）

６.00　REAL◇７.00 Foot!
７.45★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ 
2022「アメリカ×日本」

10.15　FIM スーパースポーツ300
10.30　我らワールド観戦塾⑥
11.00　第93回 都市対抗野球大

会⑱　第6日	2回戦
２.30　情報◇45 MLB音楽�
３.00BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 「アメリカ×日本」
５.15　セレクション
７.45BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 「日本×ガーナ」
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 「アメリカ×日本」
０.45　FIM スーパースポーツ300
１.00BFIM スーパーバイク世界

選手権2022　第6戦	
「モスト」	 （〜4.00）

６.00　The REAL
７.00　Foot!◇30 MOTOR#437
８.00　第93回 都市対抗野球大

会⑲　第7日	2回戦
11.30　情報◇０.00 Foot!
０.30　結束！�◇１.00 情報
１.30BFIM スーパースポーツ世

界選手権2022
	 ▽第6戦「モスト」
４.00AMobil 1⑥◇30 情報
５.00　【ダーツ】2013 ワールド

マッチプレー	ファイナル
５.55★XKプロ野球
	 「中日×ヤクルト」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00KWRC世界ラリー選手権'22
	 ▽Rd.8「レビュー」
11.00Kプロ野球
	 「中日×ヤクルト（8/19）」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
２.30AThis Week in WWE#707
３.00　The REAL		サーフィン

４.00　第93回 都市対抗野球大
会⑳　第7日	2回戦

７.30　結束！侍ジャパン�
８.00　【ダーツ】'15 ジャパンマ

スターズ	セミファイナル
８.55Kプロ野球
	 「中日×ヤクルト（8/19）」
０.25　Foot!　THURSDAY
０.55　'22 ル・マン24時間 舞台裏
１.55★Xプロ野球
	 「中日×ヤクルト」
	 （試合終了まで放送）
６.00　スーパースポーツ300◇Foot!
６.45★XKラグビー 女子日本

代表テストマッチ2022
	 「日本×アイルランド」
９.15　MLB音楽�◇30 我ら⑦
10.00　MLBイッキ見！⑳◇情報
11.00　Foot!◇30 MLB音楽�
11.50★XBSAIL GP '22/23
	 ▽第4戦「Day2」
２.30　The REAL		サーフィン
３.30　プロ野球
	 「中日×ヤクルト（8/20）」

６.00　情報◇30AMobil 1⑥
７.00　Foot!　MONDAY
７.45　SUPER GTダイジェスト
８.00　プロ野球
	 「楽天×ソフトバンク

（8/24）」
	 ～楽天生命パーク宮城
11.30　第93回 都市対抗野球大

会�　第8日	2回戦
３.00BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準々決勝-4
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×ソフトバンク」
	 ～楽天生命パーク宮城
	 （試合終了まで放送）
10.00★Foot!　THURSDAY
10.30BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準々決勝-3
１.00　Foot!　THURSDAY
１.30　NPBガールズトーナメ

ント2022
	 ▽決勝	 （〜4.00）

６.00　情報◇30 MOTOR#438
７.00　SUPER GTダイジェスト
７.15★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ 
2022　準決勝-1

10.00　MLB音楽�◇15 我ら⑦
10.45★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ 
2022　準決勝-2

１.30　結束！侍ジャパン�
２.00　プロ野球
	 「楽天×ソフトバンク

（8/25）」
５.30　FIM スーパースポーツ300
５.40　MLBミュージック�
５.55★Xプロ野球
	 「中日×阪神」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
	 （試合終了まで放送）
10.00BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準決勝-1	

▽０.30 準決勝-2
３.00　Foot!◇30AWWE#708

４.00　結束！侍ジャパン�
４.30BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準決勝-1
７.00　プロ野球
	 「中日×阪神（8/26）」
10.30　情報
11.00★ダンス！　第43回JIDC

「ラテンアメリカン」
０.00　MLBイッキ見！�◇情報
１.00★SAIL GP '22/23HL
１.30　MLBミュージック�
１.45　FIM スーパースポーツ300
１.55★Xプロ野球「中日×阪神」
	 （試合終了まで放送）
６.00　結束！�◇30 MLB音楽�
６.45★XKラグビー 女子日本

代表テストマッチ2022
	 「日本×アイルランド」
９.15　SUPER GTダイジェスト
９.30BMLB中継「ブルージェイズ

×エンジェルス（8/26）」
１.00　プロ野球
	 「中日×阪神（8/27）」

６.00　情報◇30 我らワールド⑦
７.00　SUPER GTダイジェスト
７.15★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ 
2022　準々決勝-3

10.00　SAIL GP '22/23HL
10.30　MLBミュージック�
10.45★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ 
2022　準々決勝-4

１.30　The REAL
２.30BGTワールドチャレンジ

・アジア 2022　第7戦
４.30　情報
５.00BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準々決勝-3	

▽７.30 準々決勝-4
10.00★Foot!　MONDAY
10.45BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準々決勝-1	

▽１.15 準々決勝-2
３.45　GTダイジェスト（〜4.00）

５.15　Foot!　MONDAY
６.00　MOTOR#438◇30 情報
７.00　ダンス！　第43回JIDC

「スタンダード」
８.00　プロ野球
	 「中日×ヤクルト（8/21）」
11.30　Foot!　MONDAY
０.15BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準々決勝-1◇２.45 情報
３.00BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準々決勝-2
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×ソフトバンク」
	 ～楽天生命パーク宮城
	 （試合終了まで放送）
10.00　プロ野球
	 「楽天×ソフトバンク

（8/23）」
１.30　NPBガールズトーナメ

ント2022
	 ▽準決勝-1
３.30　結束！�	 （〜4.00）

６.00BGTワールドチャレンジ
・アジア 2022

	 ▽第7戦
８.00　プロ野球
	 「楽天×ソフトバンク

（8/23）」
	 ～楽天生命パーク宮城
11.30　第93回 都市対抗野球大

会�　第7日	2回戦
３.00BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽準々決勝-3
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×ソフトバンク」
	 ～楽天生命パーク宮城
	 （試合終了まで放送）
10.00　プロ野球
	 「楽天×ソフトバンク

（8/24）」
	 ～楽天生命パーク宮城
１.30　NPBガールズトーナメ

ント2022
	 ▽準決勝-2
３.30AMobil 1⑥	 （〜4.00）

６.00　第93回 都市対抗野球大
会①②　第1日	1回戦	
「東京ガス×JR東海」	
▽９.30 第1日	1回戦	
「三菱重工West×日本
製鉄鹿島」

１.00　情報
１.30　セレクション

３.15　セレクション

５.00　セレクション

７.00　セレクション

９.00　MLBイッキ見！⑰◇情報
10.00BSAIL GP '22/23
	 ▽第3戦	プリマス「Day1」	

▽０.00 「Day2」
２.00　【ダーツ】'16 Tokyo Masters
	 ▽クウォーターファイナル
２.55　第35回能代カップ高校

選抜バスケ①「開志国際
×洛南」	 （〜3.55）

５.30　情報
６.00　第93回 都市対抗野球大

会③④　第1日	1回戦	
「大阪ガス×JR東日本」	
▽９.30 第2日	1回戦「JR
東日本東北×NTT西日本」

１.00　情報
１.30　セレクション
３.15　セレクション
５.00　情報
５.30★Xプロ野球
	 「楽天×ロッテ」
	 ～楽天生命パーク宮城
	 （試合終了まで放送）
10.00　FIFA U-20 女子 ワールド

カップ フランス 2018
	 ▽グループC	第3節	

「日本×パラグアイ」	
▽０.15 準々決勝	
「ドイツ×日本」

２.30　結束！侍ジャパン�
３.00　第35回能代カップ高校

選抜バスケ②「洛南×市
立船橋」	 （〜4.00）

６.00　プロ野球
	 「中日×横浜DeNA（8/6）」	

▽９.30 「中日×横浜
DeNA（8/7）」

	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
１.00　FIFA U-20 女子 ワールド

カップ フランス 2018
	 ▽グループC	第1節	

「アメリカ×日本」	
▽３.15 グループC	第2節	
「スペイン×日本」	
▽５.30 グループC	第3節	
「日本×パラグアイ」	
▽７.45 準々決勝	
「ドイツ×日本」

10.00★Foot!　MONDAY
10.45　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」	
▽１.00 決勝	
「スペイン×日本」

３.30　スーパーフォーミュラ	第6戦
３.40　MLB音楽�	 （〜3.55）

６.00　Foot!　MONDAY
６.45　MLBミュージック�
７.00　第93回 都市対抗野球大

会⑧⑨　第3日	1回戦	
「TDK×Honda」	
▽10.30 第3日	1回戦	
「Honda鈴鹿×セガサミー」

２.00　情報
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00　セレクション
４.45　情報
５.00　Foot!　MONDAY
５.45★Xプロ野球
	 「中日×巨人」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）

10.00　プロ野球
	 「中日×巨人（8/9）」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
１.30BFIM スーパースポーツ世

界選手権2022　第6戦	
「モスト」	 （〜4.00）

６.00　プロ野球
	 「楽天×西武（8/12）」	

▽９.30 	
「楽天×西武（8/13）」

	 ～楽天生命パーク宮城
１.00BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽グループD	第2節	

「日本×ガーナ」	
▽３.15 グループA	第1節	
「コスタリカ×オーストラリア」	
▽５.30 グループD	第1節	
「日本×オランダ」	
▽７.45 グループD	第2節	
「日本×ガーナ」

10.00★Foot!　MONDAY
10.45　FIM スーパースポーツ300
11.00　The REAL
０.00　ワールドユニバーシティ

バスケ'22②①		Game2	
「東海大学×国立政治大学」	
▽２.00 Game1「ペリタ
ハラパン大学×アテネオ・	
デ・マニラ大学」（〜4.00）

６.00　Foot!◇45 MLB音楽�
７.00　第93回 都市対抗野球大

会⑭⑮　第5日	1回戦	
「ENEOS×西濃運輸」	
▽10.30 第5日	1回戦	
「東芝×北海道ガス」

２.00　Foot!　MONDAY
２.45BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 「日本×ガーナ」◇情報
５.30　SAIL GP '22/23HL
６.00　情報
６.15BMLB中継「エンジェルス

×マリナーズ（8/15）」
９.45BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 「日本×オランダ」
０.00　ワールドユニバーシティ

バスケ2022③④
	 ▽Game3「ペリタハラ

パン大学×東海大学」	
▽２.00 Game4「アテネオ
・デ・マニラ大学×国立
政治大学」	 （〜4.00）

６.00　The REAL
７.00　MLBミュージック�
７.15★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ 
2022　3位決定戦

10.00　FIM スーパースポーツ300
10.15　我らワールド観戦塾⑦
10.45★XBFIFA U-20 女子 ワ

ールドカップ コスタリカ 
2022　決勝

１.45　The REAL
３.45　FIM EWC '22　第3戦
４.45BFIFA U-20 女子 ワールド

カップ コスタリカ 2022
	 ▽3位決定戦	

▽７.15 決勝
10.00★Foot!　MONDAY
10.45BMLB中継
	 「ブルージェイズ×エン

ジェルス（8/28）」
２.15　MLB音楽�◇30 我ら⑦
３.00　ダンス！華麗なる闘い
	 ▽第43回JIDC「ラテン

アメリカン」	 （〜4.00）

2022年8月放送スケジュール
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★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2-5-10
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）


