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５.00 WWE ロウ#1236 英語版 ６.30 桑田泉のゴルフ4④
４.38★XB16／17 イングラン ４.38★XB16／17 イングラン ４.45AWスポーツ② （〜5.15） ５.00KBOOMER
４.45KCycle*2016
７.00KCycle*2016
７.00KCycle*2016
ド プレミアリーグ
ド プレミアリーグ
６.00KCycle*2016
５.30Bプレミアリーグ HL
ブエルタ・ア・エスパー
ブエルタ・ア・エスパー
ブエルタ・ア・エスパー
▽第23節-2「アーセナル
▽第23節-1「ウェストハ
ブエルタ・ア・エスパー ６.30KCycle*2016
ニャ 第10ステージ
ニャ 第8ステージ
ニャ 第9ステージ
×ワトフォード」
ム×マンチェスターC」
ニャ 第6ステージ
ブエルタ・ア・エスパー
▽８.00 第11ステージ
10.00Bプレミア プレビュー
10.00 スノーボード③
７.00K16／17 ブンデスリーガ ７.00Aワールドスポーツ②
９.30Aワールドスポーツ②
ニャ 第7ステージ
11.00★X野球好き 楽天キャンプ
10.30Aワールドスポーツ②
10.30Aワールドラグビー⑥
▽第18節-1◇★WBCナビ ７.30KCycle*2016
10.00KアルペンスキーW杯 HL 10.00★WWE スマックダウン
in 久米島
（休息日の場合
９.30★X野球好き 楽天キャンプ
ブエルタ・ア・エスパー 11.00★X野球好き 楽天キャンプ
ハイライト#911 英語版 11.00★X楽天キャンプ in 久米島 11.00★X野球好き 楽天キャンプ
あり／延長の場合あり）
（休息日／延長の場合あり）
in 久米島
（休息日の場合 ２.00Kアルペンスキー FIS W杯
in 久米島
（延長あり）
ニャ 第5ステージ
in 久米島
（休息日の場合 11.00★X楽天キャンプ in 久米島
あり／延長の場合あり）
２.00B16／17 プレミアリーグ 11.00★X野球好き 楽天キャンプ
あり／延長の場合あり）
（休息日／延長の場合あり） ２.00 セレクション
16／17 ハイライト
▽第23節-2「アーセナル
in 久米島
（休息日の場合 ２.00B16／17 イングランド ２.00KフリースタイルスキーFIS ４.00Kロシアフィギュアスケート ２.00 フットサル Fリーグ
３.00★B16／17 イングランド
2017 エキシビション
16／17 第30節-1
×ワトフォード」
あり／延長の場合あり）
プレミアリーグ 第23節
W杯 16／17 男女モー
プレミアリーグ 第24節-1
６.30★K全米フィギュアスケート
「浦安×湘南」
４.00Kロシアフィギュアスケート ２.00B16／17 プレミアリーグ ４.00Kロシアフィギュアスケート
グル「カルガリー」
５.00K全米フィギュアスケート
選手権2017
４.00K全米フィギュアスケート
2017 アイスダンス
▽第23節-1「ウェストハ
選手権2017 ペア
４.00Kロシアフィギュアスケート
選手権2017
「エキシビション」
選手権2017
６.00 ワールド ベースボール
ム×マンチェスターC」 ６.00Bワールド ベースボール
2017 女子シングル
「エキシビション」
「アイスダンス」
クラシック（WBC）
４.00Kロシアフィギュアスケート
クラシック 一挙放送
６.00★K全米フィギュアスケート ９.00B16／17 プレミアリーグ
７.30Bワールド ベースボール
「チェルシー×アーセナル」
▽６.00「ペア」
一挙放送 2013年大会
2017 男子シングル
▽'13大会 準決勝-1
選手権2017
「ペア」
クラシック（WBC）
ラウンド2プール1
６.00★WWE ロウ#1236 英語版
「プエルトリコ×日本」
▽８.00「アイスダンス」 11.00KアルペンスキーW杯 HL ８.00Bワールド ベースボール
一挙放送 2013年大会
０.00 スノボ③◇30 ラグビーナビ
クラシック 一挙放送
ゲーム4「日本×オランダ」 ８.00 ワールド ベースボール 10.30A'16 ダーツ ワールドGP⑪ 10.00 楽天キャンプ（2／4）
決勝「プエルトリコ×
▽'13大会 準決勝-2「オラ
10.00B16／17 イングランド
クラシック 2013年大会 11.30B16／17 イングランド
（休息日の場合は別番組） ０.53★XB16／17 イングラ
ドミニカ共和国」
ンド プレミアリーグ
ンダ×ドミニカ共和国」 ０.00 野球好き 楽天キャンプ
プレミアリーグ
ラウンド2プール1
プレミアリーグ 第23節 １.00Bプレミアリーグ HL
▽第24節-5「レスター× ０.00Bプレミアリーグ HL
▽第23節
ゲーム6「オランダ×日本」 １.30 結束！侍ジャパン⑳
２.00 スーパーラグビーナビ
in 久米島
（2／7）
マンチェスターU」
１.00 野球好き 楽天キャンプ in
０.00 野球好き 楽天キャンプ ０.45Bブンデスリーガ HL⑱
２.00 野球好き 楽天キャンプ ２.24★XK16／17 ブンデスリ
（休息日の場合は別番組）
久米島
（2／6）
（休息日の ３.00 WWE スマックダウン
in 久米島
（2／1）
１.45 楽天キャンプ（2／2）
in 久米島
（2／3）
ーガ 第19節-1「ドルトム ３.30 楽天キャンプ（2／5）
（休息日の場合は別番組）
場合は別番組）（〜4.00）
（休息日の場合は別番組）
（休息日の場合は別番組）
（休息日の場合は別番組）
ント×RBライプツィヒ」
HL#911 英語版
（〜4.00）
４.38 セレクション
４.53 セレクション
引き続き、Cycle*2016
５.30KCycle*2016
７.00Aワールドラグビー⑥
７.30Bブンデスリーガ HL⑲
ブエルタ・ア・エスパー
ブエルタ・ア・エスパー
７.30 スーパーラグビーナビ
８.30 スノーボード③
ニャ 第14ステージ
ニャ 第13ステージ
７.45KCycle*2016
９.00★WWE ロウ#1237 英語版 ９.00B16／17 イングランド プ 10.00★WWE スマックダウン
ブエルタ・ア・エスパー 11.00★X野球好き 楽天キャンプ
HL#912 英語版
レミアリーグ 第24節-2
ニャ 第12ステージ
in 久米島
（休息日の場合
「ハル×リヴァプール」 11.00★X野球好き 楽天キャンプ
11.00★X野球好き 楽天キャンプ
あり／延長の場合あり） 11.00★X野球好き 楽天キャンプ
in 久米島
in 久米島
（休息日の場合 ２.00 フットサル Fリーグ
（休息日の場合あり／
in 久米島
（休息日の場合
あり／延長の場合あり）
16／17 第30節-6
延長の場合あり）
あり／延長の場合あり）
２.00 フットサル Fリーグ
「仙台×府中」
２.00 フットサル Fリーグ
２.00 フットサル Fリーグ
16／17
「北海道×神戸」 ４.00B16／17 プレミアリーグ
16／17 第30節-2
16／17
「名古屋×大阪」
４.00B16／17 プレミアリーグ
▽第24節-5「レスター× ４.00B16／17 プレミアリーグ
「町田×浜松」
▽第24節-4「チェルシー
マンチェスターU」
▽４.00 第30節-4
▽第24節-3「マンチェス
×アーセナル」
６.00K16／17 ドイツ ブンデ
「大分×すみだ」
ターC×スウォンジー」
６.00K16／17 ドイツ ブンデ
スリーガ 第19節-3
６.00A'16 ダーツ ワールドGP⑫ ６.00Aワールドスポーツ③
スリーガ 第19節-2
８.00★KISU欧州フィギュア
６.30★KISU欧州フィギュア
７.00★KISU欧州フィギュア
８.00★KISU欧州フィギュア
スケート選手権2017
スケート選手権2017
スケート2017
「アイス
スケート選手権2017
「ペア フリースケーティング」
「アイスダンス フリーダ
ダンス ショートダンス」
「ペア ショートプログラム」 11.00K16／17 ブンデスリーガ ０.00 楽天キャンプ（2／10）
ンス」
〜チェコ
０.00 セレクション
▽第19節-1「ドルトムン
（休息日の場合は別番組） 10.00 海外サッカーセレクション
０.30Bブンデスリーガ HL⑲
ト×RBライプツィヒ」 ３.00Aワールドスポーツ③
１.30 野球好き 楽天キャンプ in １.00 野球好き 楽天キャンプ in ３.30KCycle*2016
１.00 野球好き 楽天キャンプ
久米島
（2／8）
（休息日の
久米島
（2／9）
（休息日の
in 久米島
（2／11）
ブエルタ・ア・エスパー
場合は別番組）（〜4.30）
場合は別番組）（〜4.00）
（休息日の場合は別番組）
ニャ 第14ステージ

４.00 WWE ロウ#1237 英語版 ６.00KCycle*2016
６.00KCycle*2016
６.00KCycle*2016
ブエルタ・ア・エスパー
ブエルタ・ア・エスパー
ブエルタ・ア・エスパー
ニャ 第16ステージ
ニャ 第18ステージ
ニャ 第15ステージ
▽９.00 第17ステージ
▽９.30 第19ステージ
「サビニャニゴ
０.30 スーパーラグビーナビ
（個人タイムトライアル）
～サレント・デ・ガレゴ ０.45Kスキージャンプ FIS W杯 １.00KISU欧州フィギュア
アラモンフォルミガル」
16／17 男子フライング
スケート選手権2017
10.05 サイクル部 さいたまw
ヒル「オーベルストドルフ
「ペア フリースケーティ
10.30B16／17 イングランド
／ドイツ」
ング」
〜チェコ
プレミア プレビュー
３.00 The REAL 戦う町工場 ４.00★K第66回全国高等学校
11.00 セレクション
４.00★K第66回全国高等学校
フィギュアスケート競技
２.00★Xバドミントン
フィギュアスケート競技
選手権大会
S／Jリーグ 2016
選手権大会
▽女子シングル
▽最終戦 東京大会 女子
▽男子シングル
７.00 ボールルームスターズ
「日本ユニシス×
７.00★K16／17 ドイツ ブン ７.30KBOOMER
再春館製薬所」
デスリーガ 第20節-3 ８.00KCycle* ツール・ド・フ
８.00Kアルペンスキー FIS W杯 ９.00★OA【日本初放送】
映画
ランス2011アーカイブ
16／17 ハイライト
ロード・アップヒル
▽第18ステージ
９.00★KISU欧州フィギュア
11.00AThe REAL
「ピネローロ～ガリビエ峠」
スケート選手権2017
０.30Aワールドスポーツ④
１.00B16／17 ドイツ ブンデ
「エキシビション」
１.00Bプレミアリーグ HL
スリーガ ハイライト⑳
11.30 セレクション
２.00B16／17 イングランド プ ２.00 WWE スマックダウン
２.30Aワールドスポーツ③
レミアリーグ 第25節-2
ハイライト#912 英語版
３.00 スノーボード④
（〜3.30）
（変更の場合あり）
（〜4.00）
（〜3.00）

（4.00〜6.00放送休止） ５.00KCycle*2016
５.00BCycle*2016
６.00KCycle*2016
ブエルタ・ア・エスパー
イル・ロンバルディア
ブエルタ・ア・エスパー
ニャ 第21ステージ
８.30KCycle*2016
ニャ 第20ステージ
「ラス ローザス - マドリード」
パリ～トゥール
「ベニドルム ～ アルト・ ９.15 スーパーラグビーナビ
10.00B16／17 プレミアリーグ
アイタナ エスクゥアド ９.30Aワールドスポーツ④
▽第25節-2（変更あり）
ロン・エイエルシト・
10.00★WWE ロウ#1238 英語版 ０.00KISU欧州フィギュア
デル・アイレ」
０.00KISU欧州フィギュア
スケート選手権2017
０.30KISU欧州フィギュア
スケート選手権2017
「アイスダンス フリーダンス」
スケート選手権2017
「アイスダンス ショート
▽３.30「エキシビション」
「ペア ショートプログラム」
ダンス」〜チェコ
６.00KCycle* ツール・ド・フ
４.30KBOOMER
５.00 セレクション
ランス2011アーカイブ
５.00 The REAL 戦う町工場 ５.30KBOOMER
▽第21ステージ
６.00B16／17 イングランド ６.00B16／17 プレミアリーグ
「クレテイユ
プレミアリーグ
▽第25節-3（変更あり）
～パリ／シャンゼリゼ」
▽第25節-5（変更あり） ８.00KCycle* ツール・ド・フ 10.30KCycle*2016 カンチェ
８.00KCycle* ツール・ド・フ
ランス2011アーカイブ
ラーラ引退特別番組
ランス2011アーカイブ
▽第20ステージ
～スパルタクス 伝説の
▽第19ステージ
（個人タイムトライアル）
軌跡～
０.30B16／17 イングランド
「グルノーブル」
「2013 パリ～ルーベ」
プレミアリーグ
０.00K16／17 ドイツ ブンデ ２.30B16／17 イングランド
▽第25節-4
スリーガ 第20節-2
プレミアリーグ HL
▽２.30 第25節-1
▽２.00 第20節-1
３.30B16／17 ドイツ ブンデ
（変更あり） （〜4.30）
（〜4.00）
スリーガ ハイライト⑳

４.30Aワールドラグビー⑦
５.00A'16 ダーツ ワールドGP⑬
６.00 セレクション
８.00 WWE ロウ#1238 英語版
10.00★スマックダウン HL#913
▽英語版◇AWスポーツ④
11.30KBOOMER◇スノボ⑤
０.30 平尾誠二追悼特番
１.30★XKラグビー トップリーグ
オールスター FOR ALL
チャリティーマッチ'17
「サンウルブズ×トップ
リーグオールスターズ」
４.30★スーパーラグビー開幕SP
５.30 よしもとラグビー新喜劇
７.00OAロード・アップヒル
９.00★Cycle*2017
ツアー・ダウンアンダー
▽クラシック◇30 REAL
10.00 海外サッカーセレクション
１.00Kスキージャンプ FIS W杯
16／17 男子ラージヒル
「平昌／韓国
（2／15）
」
▽３.15「平昌
（2／16）
」

５.30B16／17 イングランド
プレミアリーグ
▽第25節-2（変更あり）
７.30K第66回全国高等学校
フィギュアスケート競技
選手権大会
▽男子シングル
▽10.30 女子シングル
１.30 スーパーラグビーナビ
１.50★XBリーグ 2016-17
▽第20節
「名古屋D×千葉」
４.30 セレクション
６.00B10人制ラグビー ブリス
ベン・グローバル・テンズ
2017⑤
▽決勝トーナメント-1
９.00★Cycle*2017
ツアー・ダウンアンダー
▽第1ステージ
９.30 海外サッカーセレクション

４.00 WWE スマックダウン HL ５.30KフリースタイルスキーFIS ４.30 Talking Foot! Jリーグ ４.30 The REAL
#913 英語版 （〜5.30）
（5.00〜6.00放送休止） ６.00Aワールドラグビー⑧
W杯 16／17 男女
５.30Aワールドスポーツ⑤
６.30 WWE ロウ#1239
モーグル「田沢湖／日本」 ６.00Kフリースタイルスキー
６.00KフリースタイルスキーFIS ７.30★WWE ロウ#1239
FIS W杯 16／17
▽英語版
W杯 男女モーグル「普光」
▽男女デュアルモーグル ８.30★WWE スマックダウン
▽英語版
８.00Bワールド ベースボール クラ ９.30★X【開局20周年SP】
「田沢湖／日本」
ハイライト#914 英語版
シック 日本戦セレクション
８.00 Talking Foot! Jリーグ ９.30★X【開局20周年SP】
侍ジャパン強化合宿
▽'13年大会 準決勝-1
侍ジャパン強化合宿
～KIRISHIMAサンマリン ８.30AWスポーツ⑤◇WBCナビ
「プエルトリコ×日本」
９.30★X【開局20周年SP】
（延長の場合あり）
スタジアム宮崎
０.30Kラグビー トップリーグ
侍ジャパン強化合宿
０.50★X【開局20周年SP】
野球
（延長の場合、以降の番組
オールスター 2017
（最大延長3.25まで）
侍ジャパン練習試合！
変更あり）
３.00 Talking◇AWスポーツ⑤ ３.00B16／17 イングランド ３.00 スーパーラグビーナビ
「侍ジャパン×ソフトバンク」
４.00K16／17 ドイツ ブンデ
３.25★XBスーパーラグビー
（試合終了まで放送）
プレミアリーグ HL
スリーガ 第21節-3
2017 第1節-2
５.00 2017 WBCナビ
４.00K16／17 ドイツ ブンデ
６.00★KISU四大陸フィギュア
「ハイランダーズ×チーフス」 ５.30Aワールドスポーツ⑤
スリーガ 第21節-1
スケート選手権2017
６.00★KISU四大陸フィギュア ６.00★KISU四大陸フィギュア ６.00★KISU四大陸フィギュア
「女子ショートプログラム」
スケート選手権2017
スケート選手権2017
スケート選手権2017
11.00★Cycle*2017 ツアー
「女子フリースケーティング」
「男子フリースケーティング」
「男子ショートプログラム」
・ダウンアンダー 第4S 10.30★Cycle*2017
10.30★Cycle*2017
10.30 【開局20周年SP】
11.30Kカンチェラーラ引退特番
ツアー・ダウンアンダー
侍ジャパン強化合宿
ツアー・ダウンアンダー
「'09 UCI自転車世界選手権
▽第6ステージ
（2／25）
▽第5ステージ
男子タイムトライアル」
11.00 【開局20周年SP】
１.50 【開局20周年SP】
野球
11.00 【開局20周年SP】
２.45K16／17 ブンデスリーガ
侍ジャパン強化合宿
侍ジャパン練習試合！
侍ジャパン強化合宿
▽第21節-3 （〜4.45）
（2／24）
「侍ジャパン×ソフトバンク」
（2／23）

６.00A2016 ダーツ ワールド
グランプリ⑭
７.00KBOOMER
７.30B16／17 イングランド
プレミア プレビュー
８.00 The REAL
９.30★X【開局20周年SP】
侍ジャパン強化合宿
～KIRISHIMAサンマリン
スタジアム宮崎
（延長の場合、以降の番組
変更あり）
３.00 セレクション

18

25

19

26

６.00KフリースタイルスキーFIS ６.00Kフリースタイルスキー
W杯 16／17 男女モー
FIS W杯 16／17
グル「ディアバレー」
▽男女デュアルモーグル
８.00Bワールド ベースボール
「ディアバレー／アメリカ」
クラシック（WBC）
８.00Bワールド ベースボール
日本戦セレクション
クラシック（WBC）
▽'06年大会 決勝
日本戦セレクション
「キューバ×日本」
▽'09年大会 決勝
１.00B10人制ラグビー ブリス
「日本×韓国」◇WBCナビ
ベン・グローバル・テンズ ２.00★K16／17 ドイツ ブン
2017⑥
デスリーガ 第21節-2
▽決勝トーナメント-2
４.00★KISU四大陸フィギュア
４.00 桑田泉4⑤◇30 WBCナビ
スケート選手権2017
５.00★KISU四大陸フィギュア
「アイスダンス フリーダンス」
スケート選手権2017
▽７.30「ペア フリース
「アイスダンス ショート
ケーティング」
ダンス」
11.00★Cycle*2017
▽８.00「ペア ショート
ツアー・ダウンアンダー
プログラム」
▽第3ステージ
10.30★Cycle*2017
11.30KCycle*2016 カンチェ
ツアー・ダウンアンダー
ラーラ引退特別番組
▽第2ステージ
～スパルタクス 伝説の
11.00★Bブンデスリーガ HL
軌跡～「2010 ツール・
（〜3.30）
（0.00〜6.00放送休止）
デ・フランドル」

６.00 桑田泉のゴルフ4④⑤
４.53★XB16／17 プレミア
７.00Bスーパーラグビー2017
リーグ 第26節-4
▽第1節-1
「レスター×リヴァプール」
「レベルズ×ブルーズ」
（変更あり）◇ラグビーナビ
９.00★K16／17 ドイツ ブン ７.50Bスーパーラグビー2017
デスリーガ 第22節-1
「サンウルブズ×ハリケー
11.00KフリースタイルスキーFIS
ンズ」◇スノーボード⑥
W杯 16／17 男女モー 11.00KフリースタイルスキーFIS
グル「太舞／中国」
W杯 16／17 男女デュ
１.00K全米フィギュアスケート
アルモーグル「太舞」
選手権2017
１.00K全米フィギュアスケート
「女子ショートプログラム」
2017「男子ショートプロ
５.30 スーパーラグビーナビ
グラム」◇AWスポーツ⑥
５.55★X【開局20周年SP】
６.00B16／17 プレミアリーグ
侍ジャパンいざ出陣！
「マンチェスターC×マン
▽2017 WBC 壮行会
７.00★KISU四大陸フィギュア
チェスターU」
（変更あり）
８.00KCycle*2016 カンチェ ８.00BCycle*2016 カンチェ
スケート選手権2017
ラーラ引退特別番組
「エキシビション」
ラーラ引退特別番組
「2010 パリ～ルーベ」
～江陵アイスアリーナ
「2007 ツール・ド・
０.15 【開局20周年SP】
９.30 【開局20周年SP】
フランス 第3ステージ」
侍ジャパンいざ出陣！
侍ジャパン強化合宿
０.30Aワールドラグビー⑨
▽2017 WBC 壮行会
～KIRISHIMAサンマリン
１.00Bプレミアリーグ HL
２.15B16／17 ドイツ ブンデ ２.00 WWE スマックダウン HL
スタジアム宮崎
スリーガ HL（〜3.15）
（2／26）
（〜3.00）
#914 英語版 （〜3.00）

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.03-5500-3488（10：00〜18：00）

※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。
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