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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ジャパンラグビー リーグ
ワン2022  D1 第4節-3 

「神戸S×埼玉WK」
８.25　SNOWBOARDERS②
８.30BCycle*2022 

サウジ・ツアー
 ▽第2ステージ
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in金武（休息日は別番組/
延長の場合あり）

２.00★KISU四大陸フィギュア
スケート選手権2022

 「男子シングル ショート
プログラム」 
▽６.00 「男子シングル 
フリースケーティング」 
▽10.30 「エキシビション」

１.00　U-18 サッカープレミア
リーグ2021　総集編

２.00BCycle*2022 
サウジ・ツアー

 ▽第3ステージ （〜4.30）

６.00Kジャパンラグビー リーグ
ワン2022  D1 第4節-2 

「BL東京×トヨタV」
８.25　SNOWBOARDERS③
８.30BCycle*2022　サウジ

・ツアー　第3ステージ
11.00★X楽天キャンプin金武
 （休息日は別番組/延長あり）
２.00　セレクション
４.00　結束！侍ジャパン�
４.30BCycle*2022　サウジ

・ツアー　第3ステージ
７.00★XBCycle*2022 

サウジ・ツアー
 ▽第4ステージ
 （放送開始時刻変更あり）
10.30　ラグビー わんだほー！④
11.30　ダンス !  '21 WDSF世界

選手権「10ダンス部門」
０.30　高校バスケ ウインターカ

ップ'21⑰⑱  男子1回戦 
「佐賀北×光泉カトリック」 
▽２.15 男子1回戦「正智
深谷×神戸村野工業」

４.00　高校バスケ ウインターカ
ップ2021⑲  男子1回戦 

「実践学園×駒澤大学附属
苫小牧」◇WRC'22ナビ

６.00Kジャパンラグビー リーグ
ワン'22「横浜E×SA浦安」

８.25　SNOWBOARDERS④
８.30BCycle*2022　サウジ

・ツアー　第4ステージ
11.00★X楽天キャンプin金武
 （休息日は別番組/延長あり）
２.00　U-18 サッカープレミア

リーグ2021　総集編
３.00★XBリーグ「横浜×北海道」
５.45　WRC'22ナビ◇REAL
７.00★XBCycle*2022 サウジ

・ツアー　第5ステージ
 （放送開始時刻変更あり）
10.30Bセレクション
０.30　高校バスケ ウインター

カップ2021⑳�
 ▽男子1回戦「美来工科×

東海大学付属諏訪」 
「東山×国学院久我山」

４.00　高校バスケ ウインターカ
ップ2021�  男子1回戦 

「鳥取城北×前橋育英」
５.45　セレクション
６.00Kラグビー リーグワン'22
 「相模原DB×釜石SW」
８.25　SNOWBOARDERS⑤
８.30BCycle*2022　サウジ

・ツアー　第5ステージ
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in金武（休息日は別番組/
最大延長～後２.53）

２.00　プロ野球R③◇結束！�
３.00★XBリーグ「A東京×千葉」
５.45Kアルペンスキー女子 W杯
６.00　フリーライドWQ 4*
６.30BCycle*2022　サウジ

・ツアー　第5ステージ
９.00AREAL◇Bセレクション
０.00　高校バスケ ウインターカ

ップ2021�〜�　男子
1回戦「浜松開誠館×羽黒」

 「大阪桐蔭×桐光学園」
 「東北×八王子」 （〜5.15）

６.00　スーパーフォーミュラ  第1戦
６.10Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022  D1 第5節-6 
「RH大阪×東京SG」 
▽８.35 D1 第5節-1 

「SA浦安×埼玉WK」
11.00★X楽天キャンプin金武
 （休息日は別番組/延長あり）
２.00　ガンバレプロ野球R①②
３.00Kレース・オブ・チャンピ

オンズ 2022「DAY1  
ネーションズカップ」

６.30　結束！侍ジャパン�
７.00BCycle*2022 

サウジ・ツアー
 ▽第1ステージ 

▽９.30 第2ステージ
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2021��
 ▽男子1回戦「豊浦×小林」 

▽１.45 男子1回戦 
「日川×松山学院」

３.30　ラグビー 一人語り②
（〜3.55）

６.00　スーパーフォーミュラ  第5戦
６.10Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022  D2 第4節-1 
「日野RD×花園L」 
▽８.35 D2 第4節-2 

「釜石SW×SA広島」
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in金武（休息日は別番組/
延長の場合あり）

２.00　我らワールド観戦塾①
２.30　The REAL  都市対抗野球
３.30Bセレクション

５.00Bセレクション

７.00BCycle*2022 
ツール・ド・ラ・プロヴ
ァンス　第4ステージ

10.30　我らワールド観戦塾①
11.00　高校バスケ ウインターカ

ップ2021�  女子2回戦 
「新潟中央×安城学園」

０.45Kアルペンスキー女子 W杯
（1.00〜7.00放送休止）

４.00　高校バスケ ウインターカ
ップ2021�  男子2回戦 

「浜松開誠館×八王子」
（5.45〜6.00放送休止）

６.00Kラグビー リーグワン'22
 「埼玉WK×BL東京」
８.25　ラグビー 一人語り①
９.00AREAL  ツールドフランス'21
10.00Bセレクション◇我ら①
０.00K第71回全国高校フィギュ

ア男子フリー◇ダンス！
４.00BUAEツアー  第1ステージ
７.00★XBCycle*2022 

UAEツアー  第2ステージ
 （放送開始時刻変更あり）
10.30　我らワールド観戦塾①
11.00Aフリーライド WツアーHL
０.00　高校バスケ ウインターカ

ップ2021�〜�　男子
2回戦「小林×桐光学園」 
▽１.45 女子3回戦 

「桜花学園×明秀学園日立」 
▽３.30 「東海大学付属福
岡×岐阜女子」 （〜5.15）

６.00　スーパーフォーミュラ  第7戦
６.10Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022  D1 第7節-1 
「埼玉WK×東京SG」 
▽８.35 D1 第7節-2 

「GR東葛×静岡BR」
11.00Kスキージャンプ FIS W杯 

2021/22  男子 ラージ
ヒル「ラハティ（2/27）」

１.00　ダンス！華麗なる闘い
２.00KISU四大陸フィギュアス

ケート選手権2022
 「女子シングル ショート

プログラム」 
▽６.00 「男子シングル 
フリースケーティング」

10.30　セレクション◇我ら①
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2021�〜�
 ▽男子準々決勝「福岡大学

附属大濠×正智深谷」 
「金沢×仙台大学附属明成」 
「小林 ×帝京長岡」

（〜5.15）

６.00Kジャパンラグビー リーグ
ワン2022  D2 第3節-2 

「相模原DB×釜石SW」 
▽８.25 「SA広島×花園L」

10.50　スーパーフォーミュラ  第4戦
11.00★X楽天キャンプin金武
 （休息日は別番組/延長あり）
２.00　天皇杯 JFA 全日本選手権 

クラシックス⑯  第81回
大会 決勝「清水×C大阪」

４.30　天皇杯 JFA 全日本選手権
クラシックス⑱

７.00　Cycle*2022  月チャリ
 ▽2022シーズン予習SP
９.00★XBCycle*2022 

ツール・ド・ラ・プロヴ
ァンス　第1ステージ

 （放送開始時刻変更あり）
１.30　結束！侍ジャパン�
２.00　高校バスケ ウインターカ

ップ'21��  女子2回戦 
「昭和学院×倉敷翠松」 
▽３.45 女子2回戦「桜花 
学園×日本航空」（〜5.30）

６.00　FIS W杯 前半戦ダイジェスト①
 ▽男女モーグル篇
７.00　フリーライドWQ 4*
７.30BCycle*2022 

ツール・ド・ラ・プロヴ
ァンス　第1ステージ

11.00★X楽天キャンプin金武
 （休息日は別番組/延長あり）
２.00Bセレクション
４.00　第100回 全日本スキー

選手権大会  女子SL/GS
５.00Kラグビー 一人語り⑤
５.30Bツール・ド・ラ・プロヴ

ァンス　第1ステージ
９.00★XBCycle*2022 

ツール・ド・ラ・プロヴ
ァンス　第2ステージ

 （放送開始時刻変更あり）
１.30　プロ野球R③　高津臣吾
２.00　高校バスケ ウインターカ

ップ'21��  女子2回戦 
「和歌山信愛×岐阜女子」 
▽３.45 女子2回戦 

「大分×明秀学園日立」

５.30　結束！侍ジャパン�
６.00　ラグビー わんだほー！⑤
７.00　結束！侍ジャパン�
７.30Bツール・ド・ラ・プロヴ

ァンス　第2ステージ
11.00★X楽天キャンプin金武
 （休息日は別番組/延長あり）
２.00Bセレクション
４.00　第100回 全日本スキー

選手権大会  男子SL/GS
５.00★我らワールド観戦塾①
５.30Bツール・ド・ラ・プロヴ

ァンス　第2ステージ
９.00★XBCycle*2022 

ツール・ド・ラ・プロヴ
ァンス　第3ステージ

 （放送開始時刻変更あり）
１.30　結束！侍ジャパン�
２.00　高校バスケ ウインター

カップ2021��
 ▽女子2回戦「札幌山の手

×大阪薫英女学院」 
▽３.45 女子2回戦「鳥取
城北×福岡大学附属若葉」

５.30　フリーライドWQ 4*
６.00　FIS W杯 前半戦ダイジェスト②
 ▽男子スキージャンプ篇
７.00　フリーライドWQ 4*
７.30Bツール・ド・ラ・プロヴ

ァンス　第3ステージ
11.00★X楽天キャンプin金武
 （休息日は別番組/延長あり）
２.00　セレクション
４.00　FIS W杯 前半戦ダイジェスト③
 ▽男女スノーボード篇
５.00　我らワールド観戦塾①
５.30Bツール・ド・ラ・プロヴ

ァンス　第3ステージ
９.00★XBCycle*2022 

ツール・ド・ラ・プロヴ
ァンス　第4ステージ

 （放送開始時刻変更あり）
１.30　高校バスケ ウインター

カップ2021��
 ▽女子2回戦「京都両洋×

東海大学付属福岡」 
▽３.15 女子2回戦「小林
×柴田学園」 （〜5.00）

６.00　スーパーフォーミュラ  第1戦
６.10Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022  D2 第4節-3 
「三重H×相模原DB」 
▽８.35 D2 第4節-2 

「釜石SW×SA広島」
11.00★X楽天キャンプin金武
 （休息日は別番組/延長あり）
２.00K第71回全国高等学校ス

ケート競技選手権大会
 ▽フィギュアスケート

「男子 決勝 フリースケー
ティング」

５.00BCycle*2022 
ツール・ド・ラ・プロヴ
ァンス　第3ステージ 
▽８.30 第4ステージ

０.00　高校バスケ ウインターカ
ップ2021�〜�　男子
2回戦「金沢×尽誠学園」 

「市立習志野×福岡大学
附属大濠」 

「駒澤大学附属苫小牧× 
光泉カトリック」（〜5.15）

６.00　スーパーフォーミュラ  第2戦
６.10Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022  D2 第4節-1 
「日野RD×花園L」 
▽８.35 D2 第4節-3 

「三重H×相模原DB」
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in金武（休息日は別番組/
延長の場合あり）

２.00K第71回全国高等学校ス
ケート競技選手権大会

 ▽フィギュアスケート
「女子 決勝 フリースケー
ティング」

５.00BCycle*2022 
ツール・ド・ラ・プロヴ
ァンス　第1ステージ 
▽８.30 第2ステージ

０.00　高校バスケ ウインター
カップ2021�〜�

 ▽男子2回戦 
「中部大学第一×洛南」 
「正智深谷×東海大学付属
諏訪」「日川×福島東稜」

５.15　WRC2022ナビ
５.30　フリーライドWQ 4*
６.00　ラグビー わんだほー！⑥
７.00　我らワールド観戦塾①
７.30Bセレクション
９.00Bセレクション
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in金武（休息日は別番組/
最大延長～後２.13）

２.00　スーパーフォーミュラ  第1戦 
▽２.10 第2戦

２.20★XKラグビー リーグワン
 「日野RD×相模原DB」
４.45　WRC2022ナビ
５.00BCycle*2022 

ツール・ド・ラ・プロヴ
ァンス　第3ステージ 
▽８.30 第4ステージ

０.00　高校バスケ ウインター
カップ2021�〜�

 ▽男子2回戦 
「東山×前橋育英」 
「別府溝部学園×宇都宮工業」 
「白樺学園×帝京長岡」

５.15　セレクション
５.30　我らワールド観戦塾①
６.00Aフリーライド WツアーHL
７.00　REAL  ラグビー リーグワン 

▽８.00 都市対抗野球
９.00　セレクション

11.00　セレクション

６.00Aフリーライド WツアーHL
７.00★XBCycle*2022 

UAEツアー
 ▽第1ステージ
 （放送開始時刻変更あり）
10.30Bセレクション

０.30　高校バスケ ウインター
カップ2021��

 ▽男子2回戦 
「福岡第一×北越」 
▽２.15 男子2回戦 

「土浦日本大学×桜丘」

６.00　セレクション

11.00KISU四大陸フィギュアス
ケート選手権2022

 「男子シングル ショート
プログラム」

３.00　セレクション
４.00BCycle*2022 

UAEツアー  第5ステージ
７.00★XBCycle*2022 

UAEツアー  第6ステージ
 （放送開始時刻変更あり）
10.30AThe REAL　ツール・ド

・フランス2021
11.30Kラグビー 一人語り⑤
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2021�〜�
 ▽男子3回戦「駒澤大学

附属苫小牧×正智深谷」 
▽１.45 「八王子×小林」 
▽３.30 「土浦日本大学×
帝京長岡」

５.15　WRC'22ナビ◇我ら①
６.00　スーパーフォーミュラ  第6戦
６.10Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022  D2 第5節-1 
「日野RD×相模原DB」

８.35　セレクション
８.50BCycle*2022 

UAEツアー  第6ステージ
11.50★XKラグビー リーグワン
 「GR東葛×静岡BR」 

「SA浦安×BL東京」
４.45　WRC2022ナビ
５.00　セレクション
７.00★XBCycle*2022 

UAEツアー  第7ステージ
 （放送開始時刻変更あり）
10.30　セレクション◇我ら①
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2021�〜�
 ▽男子3回戦「福岡第一

×別府溝部学園」 
「福島東稜×前橋育英」 
▽３.30 女子準々決勝 

「桜花学園×明星学園」

５.15Kアルペンスキー女子 W杯
５.30Kラグビー 一人語り③
６.00　セレクション
８.00BCycle*2022 

UAEツアー  第7ステージ
11.00★K第42回全国中学校ス

ケート大会
 ▽スピードスケート競技 

▽０.00 フィギュアスケ
ート競技「男子 フリース
ケーティング」 
▽４.00 フィギュアスケ
ート競技「女子 フリース
ケーティング」

８.00★REAL  フィギュアスケート
９.00BCycle*2022 

UAEツアー  第7ステージ
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2021�〜�
 ▽女子準々決勝 

「昭和学院×岐阜女子」 
「京都精華学園×安城学園」 
「東京成徳大学 ×大阪薫
英女学院」 （〜5.15）

６.00　セレクション

10.00Bセレクション
０.00K第71回全国高校スケート

競技選手権　フィギュア
スケート競技「女子 決勝 
フリースケーティング」

３.00　REAL  ツールドフランス'21
４.00BCycle*2022 

UAEツアー  第2ステージ
７.00★XBCycle*2022 

UAEツアー  第3ステージ
 （放送開始時刻変更あり）
10.30　セレクション
11.30Kラグビー 一人語り③
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2021�〜�
 ▽女子3回戦 

「京都精華学園×龍谷富山」 
▽１.45 「福岡大学附属若
葉×大阪薫英女学院」 
▽３.30 「白鴎大学足利×
明星学園」 （〜5.15）

６.00　セレクション

11.00　セレクション
０.00★KISU ワルシャワカップ

2021
 ▽男子シングル 

▽２.00 女子シングル
４.00BCycle*2022 

UAEツアー  第3ステージ
７.00★XBCycle*2022 

UAEツアー  第4ステージ
 （放送開始時刻変更あり）
10.30　REAL　ファンアールト
11.30　我らワールド観戦塾①
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2021�〜�
 ▽女子3回戦 

「八雲学園×昭和学院」 
▽１.45 「安城学園×小林」 
▽３.30 「東京成徳大学×
浜松開誠館」

（〜5.15）

６.00　セレクション

11.00　ラグビー わんだほー！⑦
０.00★KISU ワルシャワカップ

2021
 ▽ペア 

▽２.00 アイスダンス
４.00BCycle*2022 

UAEツアー  第4ステージ
７.00★XBCycle*2022 

UAEツアー  第5ステージ
 （放送開始時刻変更あり）
10.30　我らワールド観戦塾①
11.00　セレクション
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2021�〜�
 ▽男子3回戦「金沢×富田」 

▽１.45 男子3回戦「西海
学園×仙台大学附属明成」 
▽３.30 男子3回戦 

「中部大学第一×福岡大学
附属大濠」 （〜5.15）

６.00　The REAL
 ▽ラグビー リーグワン
７.00Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022  D1 第4節-1 
「S東京ベイ×GR東葛」

９.25　ラグビー わんだほー！④
10.20　SNOWBOARDERS①
10.30★X野球好き楽天キャンプ

in金武（延長の場合あり）
２.00★KISU四大陸フィギュア

スケート選手権2022
 「ペア ショートプログラム」 

▽５.00 「ペア フリース
ケーティング」

８.00　ダンス！華麗なる闘い
 ▽2021 WDSF世界選

手権「10ダンス部門」
９.00　セレクション

11.00　高校バスケ ウインターカ
ップ2021⑯  男子1回戦 

「能代科学技術×桜丘」
０.45　SNOW JAPAN TV⑩

（1.00〜7.00放送休止）

７.00　REAL  ラグビー リーグワン
８.00　プロ野球R③　高津臣吾
８.30BCycle*2022 

サウジ・ツアー
 ▽第1ステージ
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in金武（休息日は別番組/
延長の場合あり）

２.00★KISU四大陸フィギュア
スケート選手権2022

 「女子シングル ショート
プログラム」 
▽６.00 「女子シングル 
フリースケーティング」

10.30　結束！侍ジャパン�
11.00　U-18 サッカープレミア

リーグ2021　総集編
０.00Kノルディック複合 FIS 

W杯 2021/22　男子 
ノーマルヒル/12.5km

「ゼーフェルト（1/30）」
２.00BCycle*2022 

サウジ・ツアー
 ▽第2ステージ （〜4.30）

６.00　スーパーフォーミュラ  第2戦
６.10Kラグビー リーグワン'22
 「トヨタV×BR東京」 

▽８.35 「SA浦安×埼玉WK」
11.00★X楽天キャンプin金武
 （休息日は別番組/延長あり）
２.00AエクストリームE  第5戦
３.00Kレース・オブ・チャンピ

オンズ 2022
 「DAY2 レース・オブ・

チャンピオンズ」
６.30　プロ野球R③　高津臣吾
７.00BCycle*2022　サウジ

・ツアー　第3ステージ 
▽９.30 第4ステージ

０.00　高校バスケ ウインター
カップ2021�〜�

 ▽男子1回戦 
「和歌山南陵×福島東稜」 
▽１.45 女子2回戦 

「松徳学院×明星学園」 
▽３.30 女子2回戦 

「聖カタリナ学園×八雲
学園」 （〜5.15）

６.00Kジャパンラグビー リーグ
ワン'22「GR東葛×神戸S」 
▽８.25 「BL東京×静岡BR」

10.50　スーパーフォーミュラ  第3戦
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in金武（休息日は別番組/
延長の場合あり）

２.00　天皇杯 JFA 全日本選手権 
クラシックス⑭  第75回
大会 決勝「名古屋×広島」

４.00　セレクション
６.00　REAL  ツールドフランス'18
７.00BCycle*2022　サウジ

・ツアー　第5ステージ
９.30　Cycle*2022  月チャリ
 ▽2022シーズン予習SP
11.30　結束！侍ジャパン�
０.00　高校バスケ ウインター

カップ2021�〜�
 ▽女子2回戦 

「京都精華学園×慶進」 
▽１.45 「龍谷富山×足羽」 
▽３.30 「白鴎大学足利×
市立前橋」 （〜5.15）

７.00　スーパーフォーミュラ  第6戦
７.10Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022  D2 第4節-3 
「三重H×相模原DB」

９.35　ラグビー わんだほー！⑥
10.30　結束！侍ジャパン�
11.00★X野球好き楽天キャンプ

in金武（休息日は別番組/
延長の場合あり）

２.00　天皇杯 JFA 全日本選手権 
クラシックス⑰  第89回 
準々決勝「仙台× 川崎」

４.30　我らワールド観戦塾①
５.00BCycle*2022 

ツール・ド・ラ・プロヴ
ァンス　第1ステージ 
▽８.30 第2ステージ

０.00　高校バスケ ウインター
カップ2021��

 ▽女子2回戦「開志国際×
東京成徳大学」 
▽１.45 女子2回戦 

「浜松開誠館 ×岡豊」
３.30　結束！� （〜4.00）

６.00Kラグビー リーグワン'22
 「釜石SW×SA広島」 

▽８.25 「日野RD×花園L」
10.50　スーパーフォーミュラ  第7戦
11.00★X楽天キャンプin金武
 （休息日は別番組/延長あり）
２.00　天皇杯 JFA 全日本選手権

クラシックス⑱
４.30　結束！侍ジャパン�
５.00★K第71回全国高校スケ

ート競技選手権　フィギ
ュアスケート「男子 決勝 
フリースケーティング」 
▽８.00 「女子 決勝 フリ
ースケーティング」

11.00　ダンス !  '21 WDSF世界
選手権「10ダンス部門」

０.00　高校バスケ ウインター
カップ2021�〜�

 ▽男子2回戦「北陸×仙台
大学附属明成」 

「西海学園×桐生第一」 
「明徳義塾×富田」

（〜5.15）

2022年2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）


