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６.00 情報◇30 MOTOR#431 ６.00 IFSC クライミングワー
６.00BFIA 世界耐久選手権
４.00AThis Week in WWE#700 ４.00 バドミントン ワールド ６.00 IFSC クライミングワー ６.00BFIA 世界耐久選手権
ツアー インドネシアオー
ルドカップ 2022
７.00BFIA 世界耐久（WEC）'22
ルドカップ 2022
（WEC）2022
４.30AFIM EWC '22 第2戦
（WEC）2022
プン 2022
▽リード 第1戦 男女決勝
▽第3戦 ル・マン24時間
▽リード 第2戦 男女決勝
▽第3戦 ル・マン24時間 ５.30BFIA 世界耐久（WEC）'22
▽第3戦 ル・マン24時間
▽決勝
「インスブルック」
レース（フランス）
「ヴィラール」
レース（フランス）
▽第3戦 ル・マン24時間
レース（フランス）
11.00 ダンス！華麗なる闘い
▽９.15 リード 第2戦
「Part5
【サンライズ】
」 ９.00 The REAL サーフィン
「Part1
【スタート】」
レース「Part2」
「Part3
【ミッドナイト】
」
男女決勝「ヴィラール」
▽９.30
10.00BFIA 世界耐久選手権
９.30 プロ野球
９.00★XBMLB中継「アストロズ ０.00AFIA WEC '22HL 第3戦
▽９.30 第3戦 ル・マン
「Part6
【サバイバル】
」
（WEC）2022
「広島×ヤクルト（6/30）」
×エンジェルス」
（延長あり） １.00 The REAL サーフィン ０.15 SAIL GP '22/23HL
24時間レース（フランス）
▽第3戦 ル・マン24時間
１.00★原田伸郎ゴルフⅢ#1205 １.00 結束！◇わんだほー！ ２.00 ラグビー わんだほー！ ０.45 情報
「Part4
【トワイライト】
」 ０.30 情報
レース（フランス）
１.30 情報◇２.00 桑田泉1⑮ ２.30★XKラグビー日本代表テ ３.00Kラグビー日本代表テスト １.00★原田伸郎Ⅲ#1206◇30 情報 １.00★原田伸郎Ⅲ#1207◇30 情報 １.00★原田伸郎Ⅲ#1208◇30 情報
マッチ2022
２.00 桑田泉1⑯◇30 情報
２.00 桑田泉1⑱◇30 情報
「Part7【クライマックス】」
２.30 第71回 全日本大学野球
ストマッチ2022
２.00 桑田泉1⑰◇30 情報
「日本×フランス（7/2）」 ３.00 第71回 全日本大学野球 ３.00 第71回 全日本大学野球 ３.00 第71回 全日本大学野球 １.00 原田伸郎Ⅲ#1205◇30 情報
選手権大会⑰
「日本×フランス（7/2）」
選手権大会⑱ 2回戦-7
選手権大会⑳
２.00 桑田泉2①◇30 情報
▽2回戦-6
５.30★XBFIA フォーミュラE ５.50★X高円宮杯 U-18 プレミ
選手権大会⑲ 2回戦-8
アリーグ2022 WEST
「亜細亜大学×⑨の勝者」
▽準々決勝-1～神宮球場 ３.00 第71回 全日本大学野球
「⑦の勝者×⑧の勝者」
世界選手権 2022
「⑩の勝者×⑪の勝者」
第11節-2
「G大阪ユース ６.00BMLB中継
「アストロズ× ６.00BMLB中継
６.00BMLB中継
選手権大会
５.30 情報◇45 結束！
▽第10戦・予選
×名古屋U-18」
エンジェルス（7/3）
」
「マーリンズ×エンジェ
▽準々決勝-2～神宮球場
６.15 MLBミュージック
７.30 SAIL GP '22/23HL
「対戦カード未定
（7/4）
」
９.30Kラグビー日本代表テスト ９.30Kラグビー日本代表テスト
ルス（7/5）
」
６.00BMLB中継
６.30BMLB中継
８.00 HOOP!～学生バスケ情報⑥ ８.15BMLB中継
「アストロズ×エンジェ
マッチ2022
９.30Kジャパンラグビー リーグ
「マーリンズ×エンジェ
「対戦カード未定（6/30）」 ８.30BMLB中継
「アストロズ×
マッチ2022
ルス（7/2）」
「日本×フランス（7/2）
」
ワン2022 D1 プレー
ルス（7/6）
」
10.00★MLBイッキ見⑬◇45 情報
エンジェルス（7/1）」
「日本×ウルグアイ（6/25）」
オフ 3位決定戦
９.30Kジャパンラグビー リーグ
11.00Kラグビー日本代表テスト ０.00Kラグビー日本代表テスト 11.45Kラグビー日本代表テスト ０.15Kジャパンラグビー リーグ ０.15Kジャパンラグビー リーグ
マッチ2022
ワン'22 D1 プレーオフ
「BL東京×S東京ベイ」
ワン2022
マッチ2022
マッチ2022
ワン'22 D1 プレーオフ
「日本×フランス（7/2）」
トーナメント 準決勝-1
▽D1 プレーオフ 決勝
「日本×ウルグアイ（6/25）」
「日本×フランス（7/2）」
トーナメント 準決勝-2 ０.15Kセレクション
２.35 ラグビー 一人語り⑥
「東京SG×BL東京」
「東京SG×埼玉WK」
１.45 ラグビー わんだほー！ ２.45 MLBミュージック
「埼玉WK×S東京ベイ」 ３.15 スーパーフォーミュラ 第5戦
３.00 結束！侍ジャパン
０.30Kセレクション
２.45 The REAL サーフィン ３.00 サニックスワールドラグビ ３.00 ダンス！華麗なる闘い
３.00 The REAL サーフィン ３.30 SAIL GP '22/23HL
（〜4.00） ３.30AWWE#700 （〜4.00）
（〜4.00）
（〜4.30）
３.45 MLBミュージック
ーユース交流大会 2022
（〜4.00）
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６.00AFIM EWC '22 第2戦
７.00Kセレクション
10.00BFIA 世界耐久選手権
（WEC）2022
▽第3戦 ル・マン24時間
レース（フランス）
「Part8
【ゴール】」
１.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1206
１.30 情報◇２.00 桑田泉2②
２.30 第71回 全日本大学野球
選手権大会
▽準々決勝-3～神宮球場
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、
以降の番組変更あり）
10.00★MLBイッキ見⑭◇45 情報
11.00BMLB中継
「オリオールズ×エンジェ
ルス（7/7）」
２.30Kセレクション

15

６.00 IFSC クライミングワー
ルドカップ 2022
▽リード 第3戦 男女決勝
「シャモニー」
９.00 プロ野球
「広島×横浜DeNA
（7/14）
」
０.30 情報
１.00 原田伸郎Ⅲ#1207◇30 情報
２.00 桑田泉2⑦◇30 情報
３.00Kセレクション

７.00 情報◇30 MOTOR#432 ７.00 情報◇30 我ら⑥
５.55★第1回番組審議会
５.30AThis Week in WWE#701 ６.15 ダンス！華麗なる闘い
６.00Kセレクション
７.15 MLBミュージック
８.00AMobil 1 The Grid⑤
８.00 ダンス！華麗なる闘い
６.00 情報◇30AMobil 1⑤
６.00 MLBミュージック
７.30 結束！侍ジャパン
８.30 IFSC クライミングワー ９.00 プロ野球
７.00 情報◇30AMobil 1⑤
６.15 ダンス！華麗なる闘い
８.00 バドミントン ワールド ９.00 プロ野球
ルドカップ 2022
「広島×横浜DeNA
８.00AFIM EWC '22 第2戦
７.15 プロ野球
ツアー マレーシアオー
▽リード 第3戦 男女決勝
（7/12）
」
９.00 プロ野球
「楽天×西武（7/8）」
「楽天×西武
（7/10）」
プン 2022
「シャモニー」
０.30 都市対抗野球 開幕SP
「広島×横浜DeNA
～楽天生命パーク宮城
～楽天生命パーク宮城
▽決勝
11.30 ラグビー わんだほー！ １.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1205
（7/13）
」
10.45Kラグビー日本代表テスト
０.30 情報
～アシアタ・アリーナ
１.30 情報◇２.00 桑田泉2⑤
０.30 情報◇１.00 原田Ⅲ#1206
マッチ2022
１.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1207 ０.30 情報
１.30 情報◇２.00 桑田泉2⑥
「日本×フランス（7/2）」 ３.00 都市対抗野球 開幕SP
１.30 情報◇２.00 桑田泉2③ １.00 原田伸郎Ⅲ#1208◇30 情報 ２.30Kラグビー 一人語り③
３.30★Xプロ野球
２.00 桑田泉2④◇30 情報
２.55 第71回 全日本大学野球 ２.30 ラグビー 一人語り⑥
１.30★Xプロ野球
２.30 都市対抗野球 開幕SP
「楽天×西武」
選手権大会
２.55 第71回 全日本大学野球
「楽天×西武」
３.00 第71回 全日本大学野球 ２.45 ラグビー 一人語り①
～楽天生命パーク宮城
３.10Kラグビー日本代表テスト
▽準決勝-1～神宮球場
選手権大会
～楽天生命パーク宮城
選手権大会
（試合終了まで放送、
マッチ2022
５.55★Xプロ野球
▽準決勝-2～神宮球場
（試合終了まで放送）
▽準々決勝-4
以降の番組変更あり）
「日本×フランス（7/9）
」
「広島×横浜DeNA」
５.55★Xプロ野球
６.00★バドミントン ワールド
～神宮球場
５.55★Xプロ野球
（試合終了まで放送、
「広島×横浜DeNA」
ツアー マレーシアマス
６.00BMLB中継
「広島×横浜DeNA」
以降の番組変更あり）
（試合終了まで放送、
ターズ 2022
「オリオールズ×エンジェ
８.00★バドミントン ワールド
（試合終了まで放送）
10.00 プロ野球
以降の番組変更あり）
▽準決勝
ルス（7/10）
」
ツアー マレーシアマス ９.30Kラグビー日本代表テスト 10.00 プロ野球
「広島×横浜DeNA
10.00 プロ野球
～アシアタ・アリーナ
ターズ 2022
「広島×横浜DeNA
（7/13）
」
「広島×横浜DeNA
０.00Kラグビー日本代表テスト
マッチ2022
▽決勝
（7/12）
」
１.30Kジャパンラグビーチャリ
（7/14）
」
マッチ2022
「日本×フランス（7/9）
」
～アシアタ・アリーナ
１.30 都市対抗野球 開幕SP
ティーマッチ 2022
１.30Kラグビー日本代表テスト
「日本×フランス（7/9）」
０.15 MLBミュージック
「EMERGING BLOSSOMS
マッチ2022
２.45 プロ野球
０.30AThis Week in WWE#701 ２.00 結束！侍ジャパン
３.00 ラグビー わんだほー！
２.30 ラグビー 一人語り⑥
×TONGA SAMURAI XV」
「日本×ウルグアイ（6/18）」
「楽天×西武（7/9）」
（〜4.00）
（〜4.15）
（〜4.15）
～楽天生命パーク宮城
（1.00〜7.00放送休止） ２.55 The REAL （〜3.55）

６.00 情報◇30 MOTOR#433 ７.00 情報
５.55 プロ野球
４.30AThis Week in WWE#702 ４.00 バドミントン ワールド ６.00 MLBミュージック
ツアー マレーシアオー ６.15 プロ野球
７.00AThis Week in WWE#702 ７.30 結束！侍ジャパン
「広島×阪神
（7/20）」
５.00BGTワールドチャレンジ
プン 2022
「楽天×オリックス
７.30 The REAL
８.00 The REAL サーフィン
～MAZDA Zoom-Zoom
・アジア 2022
▽決勝
（7/17）
」
８.30 我ら⑥◇９.00 情報
９.00 プロ野球
スタジアム広島
▽第1戦
～アシアタ・アリーナ
９.45 情報
９.30 プロ野球
「広島×阪神
（7/19）」
９.25 都市対抗野球ダイジェスト③
▽７.00 第2戦
10.15Kラグビー日本代表テスト
「広島×阪神
（7/18）」
～MAZDA Zoom-Zoom ９.55★X第93回 都市対抗野球
９.00 情報◇30 MLBイッキ見⑮
マッチ2022
～MAZDA Zoom-Zoom
スタジアム広島
大会
10.15 情報
11.00★XBMLB中継
「日本×フランス（7/2）
」
スタジアム広島
０.30 情報◇１.00 桑田泉3①
▽第4日 1回戦
10.30★XBMLB中継
「エンジェルス×ドジャース」 １.00 情報
１.00 原田伸郎ゴルフⅢ#1208 １.30 情報◇２.00 桑田泉3②
「第1試合」
「エンジェルス×ドジャース」
（延長の場合、以降の番組 １.30BMLB中継
１.30 情報◇２.00 桑田泉2⑧ ２.30 ラグビー 一人語り⑥
「第2試合」
（延長の場合あり）
変更あり）
「対戦カード未定（7/17）」 ２.30 スーパーフォーミュラ 第5戦 ２.55BFIM スーパーバイク世界
「第3試合」
２.30 結束！侍ジャパン
２.40 情報
選手権2022 第5戦
～東京ドーム
３.00★バドミントン ワールド ３.00★バドミントン ワールド ５.00 情報
６.00 第71回 全日本大学野球
ツアー シンガポールオー ５.30 ラグビー 一人語り⑥
３.10Kラグビー日本代表テスト
「ドニントンパーク」
（延長の場合、以降の番組
ツアー シンガポールオー
選手権大会
プン 2022
５.55★Xプロ野球
マッチ2022
５.55★Xプロ野球
変更あり）
プン 2022
▽決勝～神宮球場
▽決勝～シンガポール・
「広島×阪神」
「日本×フランス（7/9）
」
「広島×阪神」
▽準決勝～シンガポール
（延長の場合、以降の番組
インドア・スタジアム
～MAZDA Zoom-Zoom ５.55★Xプロ野球
～MAZDA Zoom-Zoom
・インドア・スタジアム
変更あり）
スタジアム広島
「広島×阪神」
スタジアム広島
９.00BMLB中継
10.00★MLBイッキ見⑮◇45 情報
（試合終了まで放送）
～MAZDA Zoom-Zoom
（試合終了まで放送、
「エンジェルス×ドジャース 10.00BMLB中継
11.00Kラグビー日本代表テスト
「エンジェルス×ドジャース 10.00 プロ野球
スタジアム広島
以降の番組変更あり）
10.00 バドミントン ワールド
（7/15）」
マッチ2022
（7/16）」
「広島×阪神
（7/18）」
（試合終了まで放送）
10.00★BMLB中継
ツアー シンガポールオー
０.30Kラグビー日本代表テスト
「日本×フランス（7/9）」
１.30Kラグビー日本代表テスト １.30Kラグビー日本代表テスト 10.00 セレクション
「オールスターゲーム
プン 2022
マッチ2022
１.45Kラグビー日本代表テスト
マッチ2022
マッチ2022
１.30 結束！侍ジャパン
（7/19）
」
▽準決勝～シンガポール
「日本×フランス（7/2）」
マッチ2022
「日本×フランス（7/9）」
「日本×フランス（7/9）
」 ２.00 ダンス！華麗なる闘い
３.00 ラグビー わんだほー！
・インドア・スタジアム
３.15 スーパーフォーミュラ 第5戦
「日本×ウルグアイ（6/25）」 ３.30 HOOP!～学生バスケ情報⑥
（〜4.15）
（〜4.15） ３.00 The REAL （〜4.00）
（〜4.00）
（〜4.00）
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６.00 情報
６.30 SAIL GP '22/23HL
７.00BGTワールドチャレンジ
・アジア 2022 第3戦
９.00Kラグビー 一人語り③
９.25 都市対抗野球ダイジェスト④
９.55★X第93回 都市対抗野球
大会
▽第5日 1回戦
「第1試合」
「第2試合」
「第3試合」
～東京ドーム
（延長の場合、以降の番組
変更あり）

23

24

The REAL
The REAL サーフィン
スーパーフォーミュラ 第5戦
2022 ル・マン24時間
舞台裏
９.25 都市対抗野球ダイジェスト⑥
９.55★X第93回 都市対抗野球
大会
▽第7日 2回戦
「第1試合」
「第2試合」
「第3試合」
～東京ドーム
（延長の場合、以降の番組
変更あり）
10.00 我ら⑥◇30 結束！
10.00★MLBイッキ見！⑯
11.00BGTワールドチャレンジ
10.45 情報
０.30 ラグビー わんだほー！
・アジア 2022 第6戦
11.00★MLBミュージック
１.30 The REAL
１.00 2022 ル・マン24時間
11.15 バドミントン ワールド ２.30 MLBミュージック
舞台裏
ツアー シンガポールオー ２.45★XIFSC クライミングワ ２.00 HOOP!～学生バスケ情報⑦
プン 2022
ールドカップ 2022
２.30★XBMLB中継
▽決勝～シンガポール・
▽リード 第4戦 男女決勝
「ブレーブス×エンジェルス」
インドア・スタジアム
「ブリアンソン」
（延長の場合あり）

29

５.30 情報
６.00BFIM スーパーバイク世界
選手権2022 第5戦
「ドニントンパーク」
９.00 情報
９.15BFIM スーパースポーツ世
界選手権2022 第5戦
「ドニントンパーク」
11.20 セレクション
１.30 ラグビー 一人語り⑥
１.55 ラグビー わんだほー！
２.55 IFSC クライミングワー
ルドカップ 2022
▽リード 第4戦 男女決勝
「ブリアンソン」
５.55★Xプロ野球
「広島×中日」
（試合終了まで放送）
10.00★MLBイッキ見⑰◇45 情報
11.00★結束！侍ジャパン
11.30BMLB中継
「エンジェルス×レンジ
ャーズ（7/28）」
３.00 The REAL

６.15 MLB音楽◇30 結束！
７.00BGTワールドチャレンジ
・アジア 2022
▽第4戦
９.00 ラグビー 一人語り⑥
９.25 都市対抗野球ダイジェスト⑤
９.55★X第93回 都市対抗野球
大会
▽第6日 1回戦/2回戦
「第1試合（1回戦）
」
「第2試合（2回戦）
」
「第3試合（2回戦）
」
～東京ドーム
（延長の場合、以降の番組
変更あり）
10.00Kセレクション

30

６.15
７.15
８.15
８.25

６.30 結束！侍ジャパン
７.00 SAIL GP '22/23HL
７.30 HOOP!～学生バスケ情報⑦
８.00AFIA WEC '22HL 第4戦
９.00 ラグビー 一人語り⑥
９.25 都市対抗野球ダイジェスト⑦
９.55★X第93回 都市対抗野球
大会
▽第8日 2回戦
「第1試合」
「第2試合」
「第3試合」
～東京ドーム
（延長の場合、以降の番組
変更あり）

５.30 情報
６.00 IFSC クライミングワー ６.00 IFSC クライミングワー
６.00BGTワールドチャレンジ
ルドカップ 2022
ルドカップ 2022
・アジア 2022 第1戦
▽リード 第3戦 男女決勝
▽リード 第4戦 男女決勝
▽８.00 第2戦
「シャモニー」
「ブリアンソン」
10.00 IFSC クライミングワー ９.00BGTワールドチャレンジ ９.00BGTワールドチャレンジ
ルドカップ 2022
・アジア 2022
・アジア 2022
▽リード 第2戦 男女決勝
▽第3戦
▽第5戦
「ヴィラール」
▽11.00 第4戦
▽11.00 第6戦
１.00 ラグビー 一人語り①
１.00Kラグビー 一人語り③
１.00 ラグビー 一人語り⑥
１.25 都市対抗野球ダイジェスト⑧ １.25 都市対抗野球ダイジェスト⑨ １.25 都市対抗野球ダイジェスト⑩
１.55★X第93回 都市対抗野球 １.55★X第93回 都市対抗野球 １.55★X第93回 都市対抗野球
大会
大会
大会
▽第9日 準々決勝
▽第10日 準々決勝
▽第11日 準決勝
「第1試合」
「第1試合」
「第1試合」
「第2試合」
「第2試合」
「第2試合」
～東京ドーム
～東京ドーム
～東京ドーム
（延長の場合あり）
（延長の場合、以降の番組
（延長の場合、以降の番組
10.00★ラグビー わんだほー！ 10.00Kセレクション
変更あり）
変更あり）
11.00Kセレクション
０.30 ラグビー わんだほー！ 10.00 ラグビー わんだほー！ 10.00Kラグビー日本代表テスト
１.30Kジャパンラグビーチャリ 11.00Kラグビー日本代表テスト
マッチ2022
１.30 2022 ル・マン24時間
ティーマッチ 2022
マッチ2022
「日本×フランス（7/2）
」
舞台裏
「EMERGING BLOSSOMS
「日本×ウルグアイ（6/18）」
▽０.45
２.30 The REAL
×TONGA SAMURAI XV」
▽１.45「日本×ウルグアイ
「日本×フランス（7/9）
」
３.30AWWE#703 （〜4.00）
（〜4.15）
（6/25）
」

（〜4.30） ３.30 HOOP!⑦
（〜4.00）
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４.00AThis Week in WWE#704
４.30 MOTOR GAMES#434
５.00 ダンス！華麗なる闘い
６.00 結束！侍ジャパン
６.30 第93回 都市対抗野球大
会 第12日 決勝
10.00 プロ野球
「広島×中日（7/29）」
１.30Kセレクション

６.30 2022 ル・マン24時間
舞台裏
７.30 The REAL
８.30 MLBミュージック
８.50 ダンス！華麗なる闘い
９.50 セレクション

５.30 ラグビー 一人語り⑥
５.55★Xプロ野球
「広島×中日」
～MAZDA Zoom-Zoom
スタジアム広島
（試合終了まで放送）
10.00 結束！侍ジャパン
10.30 GTV2022④
11.30★XBスパ・フランコル
シャン24時間レース
2022［Part1］スタート
３.00 プロ野球
「広島×中日（7/30）」

５.55★Xプロ野球
「広島×中日」
～MAZDA Zoom-Zoom
スタジアム広島
（試合終了まで放送）
９.50★XBSAIL GP '22/23
▽第3戦 プリマス「Day2」
（録画の場合あり）
０.30 結束！侍ジャパン
１.00 IFSC クライミングワー
ルドカップ 2022
▽リード 第4戦 男女決勝
「ブリアンソン」
（〜4.00）


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）

※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）

