1

2017年1月放送スケジュール
2017.1.1

▶

1.31 J SPORTS 4

★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
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６.30Aワールドスポーツ'16
７.00Aダーツ ワールドGP⑥
８.00 The REAL フットサル
９.00Kアルペンスキー W杯HL
10.00B16／17 プレミアリーグ
▽第19節-3「マンチェス
ターU×ミドルズブラ」
▽０.00 第19節-4「リヴァ
プール×マンチェスターC」
２.00 2016 SUPER GT
▽総集編
４.00 ワールド ベースボール
クラシック（WBC）
▽'06年大会1次リーグ
A組「中国×日本」
８.00 Cycle*2016
旅する自転車レース
「ツール・ド・フランス」
10.00★B16／17 イングランド
プレミアリーグ
▽第19節-5
▽０.00 第19節-1
２.00 MLB2016 レビュー
３.00 The REAL

8

５.00AThe REAL バスケ
６.00 Cycle*2016
旅する自転車レース
「ツール・ド・フランス」
８.00★B16／17 イングランド
プレミアリーグ 第19節-2
10.00B16／17 イングランド プ
レミアリーグ 第19節-5
▽０.00 第19節-4「リヴァ
プール×マンチェスターC」
２.00KCycle*2016
ツール・ド・フランス
▽第1ステージ
８.00 ワールド ベースボール
クラシック（WBC）
▽'06年大会1次リーグ
A組「チャイニーズタイ
ペイ×日本」
０.00 フィギュアスケーターの
オアシス♪ AKIKO'S
ROOM 鈴木明子
２.00Bプレミアリーグ HL⑲
３.00 WWE スマックダウン
ハイライト#906 英語版

9

４.00 2016 旅する自転車レー ４.38 セレクション
４.53★XB16／17 プレミア ６.00KCycle*2016
ス「ツール・ド・フランス」 ７.00Kラグビー 全国大学選手権
リーグ 第20節-4
ツール・ド・フランス
６.00Kラグビー 全国大学選手権
16／17 準決勝-2
「トッテナム×チェルシー」
▽第5ステージ
16／17 準決勝-1
９.00BCycle*2016 カンチェ ７.30 Cycle*2016 カンチェ 10.15Kスキージャンプ FIS W杯
８.00KCycle*2016 カンチェ
ラーラ引退アーカイブ
ラーラ引退アーカイブ
16／17 男子ラージヒル
ラーラ引退アーカイブ
「2016 ツール・デ・フ
「2016 ジャパンカップ
▽ジャンプ週間「インスブ
「2015 ツール・ド・フ
ランドル」
クリテリウム」
ルック／オーストリア」
ランス 第2ステージ」
２.00KCycle*2016
10.00★WWE ロウ#1232 英語版 ０.30 The REAL 新城幸也
１.15Kスキージャンプ FIS W杯
ツール・ド・フランス
０.00KCycle*2016
１.30Aワールドラグビー①
16／17 男子ラージヒル
▽第3ステージ「グラン
ツール・ド・フランス
２.00 フィギュアスケーターのオ
▽ジャンプ週間「ガルミッ
ヴィル ～ アンジェ」
▽第4ステージ
アシス♪ AKIKO'S ROOM
シュ・パルテンキルヘン」 ６.30Aワールドスポーツ'16 ４.00Kアルペンスキー FIS
４.00Kアルペンスキー FIS
３.30KCycle*2016
７.00Bワールド ベースボール
ワールドカップ 16／17
ワールドカップ 16／17
ツール・ド・フランス
クラシック（WBC）
▽男子 スラローム「マド
▽男子 スラローム
▽第2ステージ「サン＝
一挙放送
ンナ・ディ・カンピリオ」
「ザグレブ／クロアチア」
ロー ～ シェルブール＝
▽'06年大会2次リーグ ７.00Bワールド ベースボール ７.00Bワールド ベースボール
オクトヴィル」
1組
「アメリカ×日本」
クラシック（WBC）
クラシック（WBC）
８.00 ダカールラリー ナビ①② 10.15 結束！侍ジャパン⑲
▽'06年大会2次リーグ
▽'06年大会2次リーグ
８.30 ワールド ベースボール 10.45 WRC 2017ナビ
1組
「メキシコ×日本」
1組
「日本×韓国」
クラシック（WBC）
11.00B16／17 イングランド 10.00AThe REAL バスケ
10.30 結束！侍ジャパン⑲
▽'06年大会1次リーグ
プレミアリーグ
11.00B16／17 プレミアリーグ 11.00Bプレミアリーグ HL⑲⑳
A組「日本×韓国」
▽第20節-5
「トッテナム×チェルシー」 １.00B16／17 イングランド
０.30B16／17 プレミアリーグ １.00A2016 ダーツ ワールド １.00Aワールドスポーツ'16
プレミアリーグ 第20節
▽第20節
（〜2.30）
グランプリ⑥ （〜2.00） １.30KBOOMER （〜2.00）
▽３.00 第20節

土
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５.00Aダーツ ワールドGP⑦
６.00 2016 旅する自転車レース
８.00 WWE ロウ#1232 英語版
10.00★スマックダウン HL#907
▽英語版◇11.00 WRCナビ
11.15★XKラグビー トップリー
グ16／17
▽第14節-1
「豊田自動織
機×コカ・コーラ」
▽１.50 第14節-2「トヨ
タ自動車×パナソニック」
４.15AWスポーツ'16◇WRCナビ
５.00 フィギュアスケーターのオ
アシス♪ AKIKO'S ROOM
７.00Bワールド ベースボール
クラシック '06年大会
準決勝
「韓国×日本」
11.00B16／17 イングランド
プレミアリーグ 第20節
１.00Kスキージャンプ FIS W杯
16／17 男子ラージヒル
▽ジャンプ週間「オーベル
ストドルフ」
「ガルミッシュ
・パルテンキルヘン」
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６.00 トップリーグHL 第14節 ６.00Kラグビー トップリーグ
５.30AREAL フリーフォール ５.30Aワールドラグビー②
６.00Kラグビー トップリーグ
６.00Kラグビー トップリーグ
４.00AThe REAL バスケ
６.30Bプレミアリーグ HL⑳
７.00KCycle*2016
６.00Kラグビー トップリーグ
「トヨタ自動車×パナソニック」
16／17 第14節-3
「クボタ×神戸製鋼」
５.00KBOOMER◇WRCナビ
７.30 WRC 2017ナビ
ツール・ド・フランス
「ヤマハ発動機×近鉄」 ８.00Kスキージャンプ FIS W杯
「サントリー×東芝」
８.00Kスキージャンプ FIS W杯 ５.45Kスキージャンプ FIS W杯
▽第6ステージ
８.00Kスキージャンプ FIS W杯
16／17 男子ラージヒル ８.00Kスキージャンプ FIS W杯 ７.45Kスキージャンプ FIS W杯
16／17 男子ラージヒル
16／17 男子ラージヒル
16／17 男子ラージヒル
「アルパジョン＝シュル＝
16／17 男子ラージヒル
「ルカ（11／26）」
16／17 男子ラージヒル
▽ジャンプ週間「インスブ ８.00 WWE ロウ#1233 英語版
▽ジャンプ週間「ガルミッ
セール ～ モントーバン」
「ルカ（11／25）」
10.15 The REAL フットサル
▽ジャンプ週間
「オーベ
ルック／オーストリア」 10.00★WWE スマックダウン
シュ・パルテンキルヘン」 10.15AThe REAL サージ・イバカ
11.30Aワールドスポーツ'16 10.15AThe REAL アメフト
11.15KCycle*2016
ルストドルフ／ドイツ」
ハイライト#908 英語版
10.00★WWE ロウ#1233 英語版 11.15 桑田泉ゴルフ4②
０.00Kアルペンスキー FIS
11.15KCycle*2016
ツール・ド・フランス
10.15AThe REAL
11.00 桑田泉ゴルフ4②
０.00KCycle*2016
ワールドカップ 16／17
ツール・ド・フランス
▽第8ステージ
▽バスケットボール
11.45KCycle*2016
11.30★XKラグビー トップリー
ツール・ド・フランス
▽男子 ジャイアントスラ
▽第7ステージ
３.30KBOOMER
11.15KCycle*2016
ツール・ド・フランス
グ16／17 第15節-3
▽第10ステージ
ローム「アーデルボーデン」 ３.30Aワールドラグビー②
４.00K第96回全国高校ラグビー
ツール・ド・フランス
▽第11ステージ「カルカ
「近鉄×豊田自動織機」
「エスカルデス＝エンゴ
３.00B16／17 イングランド
４.00Kアルペンスキー FIS
 決勝◇WRCナビ
▽第9ステージ「ビエル
ッソンヌ ～ モンペリエ」
▽１.50 第15節-4
ルダニ ～ ルヴェル」
プレミアリーグ 第20節
ワールドカップ 16／17 ６.30Aワールドラグビー②
ハ・バル・ダラン ～ ア
４.00 2016 SUPER GT
「Honda×キヤノン」
４.00Kラグビー 全国大学選手権
５.00Bワールド ベースボール
▽男子 スラローム「アー ７.00 ワールド ベースボール
ンドラ・アルカリス」
▽総集編
４.30 結束！侍ジャパン⑲
16／17 決勝
クラシック（WBC）
デルボーデン／スイス」
クラシック '09年大会 ６.00Bプレミアリーグ HL⑳
６.00Kアルペンスキー W杯HL ５.00 セレクション
▽'06年大会決勝
７.00 ワールド ベースボール
ラウンド1プールA
７.00 ワールド ベースボール ６.30KBOOMER
７.00Bワールド ベースボール ７.00KアルペンHL◇WRCナビ
「キューバ×日本」
クラシック '09年大会
ゲーム4「韓国×日本」
クラシック '09年大会 ７.00Bワールド ベースボール
クラシック '09年大会 ８.23Kラグビー トップリーグ
クラシック '09年大会
10.00Bプレミアリーグ HL⑲
ラウンド1プールA
10.30 結束！侍ジャパン⑲
ラウンド1プールA
ラウンド2プール1
16／17
「ヤマハ発動機
ラウンド2プール1
11.00 フィギュアスケーターのオ
ゲーム1「日本×中国」
11.00Kアルペンスキー FIS
ゲーム6
「日本×韓国」
ゲーム4
「韓国×日本」
×トヨタ自動車」
ゲーム1「キューバ×日本」 11.00Bプレミアリーグ HL⑲⑳
アシス♪ AKIKO'S ROOM 11.30Aワールドラグビー②
ワールドカップ 16／17 11.30Kアルペンスキー FIS
「神戸製鋼×サントリー」
１.00Kスキージャンプ FIS W杯 ０.00 MLB2016 レビュー
▽男子 スラローム「ザグ
ワールドカップ 16／17 11.00Kアルペンスキー FIS
１.00KフリースタイルスキーFIS
「東芝×パナソニック」
ワールドカップ 16／17
16／17 男子ラージヒル １.00 トップリーグHL 第14節
レブ／クロアチア」
▽男子 ジャイアントス
ワールドカップ 16／17 ２.23★XB16／17 プレミア
▽男子 スラローム「アー
▽ジャンプ週間「インスブル １.30KBOOMER
２.00 WWE スマックダウン
ラローム「アーデルボー
▽男女モーグル「ルカ」
リーグ 第21節-4
デルボーデン」（〜2.00） ３.00Aダーツ ワールドGP⑧
ック」
「ビショフスホーヘン」 ２.00 番組審議会 （〜2.05）
HL#907英語版（〜3.00）
デン／スイス」（〜2.30）
「レスター×チェルシー」
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６.00 2016 旅する自転車レー ４.00AThe REAL サージ・イバカ
５.00Aワールドラグビー②
６.00Kラグビー トップリーグ
６.00Kラグビー トップリーグ
６.00Kラグビー トップリーグ
６.00Kラグビー トップリーグ
ス「ツール・ド・フランス」 ５.00Aダーツ WGP⑨◇REAL
５.30KBOOMER
16／17 第15節-6
▽第15節-5「ヤマハ発動
16／17 第15節-7
「東芝×パナソニック」
６.00 2016 旅する自転車レー
「神戸製鋼×サントリー」
機×トヨタ自動車」
「宗像サニックス×NEC」 ８.00B16／17 プレミアリーグ ８.00B16／17 イングランド プ ７.00 WWE ロウ#1234 英語版
レミアリーグ 第21節-4 ９.00★WWE スマックダウン
ス「ツール・ド・フランス」 ８.00KCycle*2016
８.00KCycle*2016
８.00KCycle*2016
▽第21節-2
「マンチェス
「レスター×チェルシー」
８.00Aダーツ ワールドGP⑧
ツール・ド・フランス
ツール・ド・フランス
ツール・ド・フランス
ターU×リヴァプール」
ハイライト#909 英語版
９.00Bプレミア プレビュー⑲
▽第12ステージ
▽第14ステージ
▽第16ステージ
10.00★WWE ロウ#1234 英語版 10.00Kアルペンスキー W杯HL 10.00 ウインター杯2016 男子篇
11.00★XK全米フィギュア
９.30B16／17 プレミアリーグ
▽０.30 第13ステージ
「モンテリマール ～ ヴィ
「モワラン＝アン＝モン ０.00Bプレミアリーグ HL
10.30★XK全米フィギュア
スケート選手権2017
「レスター×チェルシー」
（個人タイムトライアル）
ヤール＝レ＝ドンブ パ
ターニュ ～ ベルン」
１.00B16／17 イングランド プ
スケート選手権2017
「女子ショートプログラム」
11.30KBOOMER
４.45 WRC 2017ナビ
ルク・デ・ゾワゾ」
▽０.30 第17ステージ
レミアリーグ 第21節-4
「男子ショートプログラム」
解説・鈴木明子
０.00Kアルペンスキー W杯HL ５.00B16／17 イングランド
▽０.30 第15ステージ
「ベルン ～ フィノー＝エ
「レスター×チェルシー」
２.30 ボールルームスターズ
１.00Kアルペンスキー W杯HL
プレミアリーグ
「ブール＝カン＝ブレス
モッソン」
▽３.00 第21節-3「スウォ ３.00 セレクション
３.00 桑田泉ゴルフ4③
５.00B16／17 イングランド ３.30 スノーボード①◇REAL
２.00Kアルペンスキー FIS
▽第21節-5「エヴァート
～ キュロズ」
４.30Aワールドラグビー③
ンジー×アーセナル」
プレミアリーグ
ワールドカップ 16／17
ン×マンチェスターC」 ６.15 ウインターカップ2016 ５.00B16／17 イングランド
▽５.00 第21節-1
５.00Kアルペンスキー FIS
▽第21節-3
「スウォンジ
▽男子 ダウンヒル
７.00Bワールド ベースボール
▽男子篇◇45 WRCナビ
プレミアリーグ
「トッテナム×ウェスト
ワールドカップ 16／17
ー×アーセナル」
「ウェンゲン／スイス」
クラシック（WBC）
７.00Bワールド ベースボール
▽第21節-1「トッテナム×
ブロムウィッチ」
７.00K全米フィギュアスケート
４.00Bワールド ベースボール
▽'09年大会ラウンド2
クラシック '09年大会
ウェストブロムウィッチ」 ７.00 ワールド ベースボール ７.00K全米フィギュアスケート
選手権2017
選手権2017
クラシック '09年大会
プール1ゲーム6
準決勝「日本×アメリカ」 ７.00Bワールド ベースボール
クラシック '13年大会
「男子ショートプログラム」
「女子ショートプログラム」 11.30 ウインター杯2016 男子篇
ラウンド2プール1
「韓国×日本」
11.00B16／17 プレミアリーグ
クラシック '09年大会
ラウンド1プールA
ゲーム5「キューバ×日本」 11.00Kアルペンスキー FIS
▽第21節-2「マンチェス
決勝
「日本×韓国」
ゲーム1「日本×ブラジル」 11.30 結束！侍ジャパン⑲
０.00Kアルペンスキー W杯HL
０.00Kアルペンスキー FIS
８.00 海外サッカーセレクション
ワールドカップ 16／17
ターU×リヴァプール」 ０.30 ウインター杯2016 女子篇 ０.00Kアルペンスキー FIS
１.00 結束！⑲◇30 ラグビー
ワールドカップ 16／17 １.53Bプレミア プレビュー⑳
０.53★XB16／17 プレミア
▽男子 スラローム
１.00 トップリーグHL 第15節 １.00★Kフリースタイルスキー
ワールドカップ 16／17
▽男子 スラローム
リーグ 第21節-2
「ウェンゲン／スイス」 １.30 ウインター杯2016 男子篇
FIS W杯 16／17
２.00B16／17 プレミアリーグ
２.23★XB16／17 プレミアリ
「ウェンゲン／スイス」
「マンチェスターU×
２.00B16／17 プレミアリーグ ２.00 スマックダウン HL#908
▽男女モーグル「レイク
「エヴァートン×マンチェ
ーグ 第22節-2「マンチェ
リヴァプール」（〜3.30）
ハイライト （〜3.00）
▽英語版◇情報（〜3.05）
プラシッド」 （〜3.00）
スターC」
（〜4.00） ３.00Bプレミアリーグ HL
スターC×トッテナム」
５.00AThe REAL NCAA
４.00★XK全米フィギュア
６.00Kラグビー 第54回日本
６.00Kラグビー 第54回日本
６.00B16／17 イングランド ５.45Kスキージャンプ FIS W杯
カレッジフットボール
スケート選手権2017
選手権 準決勝-1
選手権 準決勝-2
プレミアリーグ
16／17 男子ラージヒル
▽７.00 フットサル
「男子フリースケーティング」 ８.00★K16／17 ドイツ ブン
～東大阪市花園ラグビー場
▽第22節-1
▽団体戦
「ザコパネ」
８.00 MLB2016 レビュー
～カンザスシティー
デスリーガ 第17節-2 ８.00K16／17 ドイツ ブンデ
▽８.00 第22節-5
８.00B16／17 イングランド
９.00★XK全米フィギュア
９.00Aダーツ ワールドGP⑨
10.00Kアルペンスキー FIS
スリーガ 第17節-1
10.00★WWE ロウ#1235
プレミアリーグ
スケート選手権2017
10.00Kアルペンスキー FIS
ワールドカップ 16／17 10.00KCycle*2016 ツール
▽英語版
▽第22節-3
「女子フリースケーティング」
ワールドカップ 16／17
▽男子 スラローム
・ド・フランス
０.00KISU欧州フィギュア
▽10.00 第22節-4
解説・鈴木明子
▽男子 ダウンヒル
「キッツビューエル」
▽第20ステージ「ムジェ
スケート選手権2017
０.00Bプレミアリーグ HL
２.00Kアルペンスキー FIS
「キッツビューエル」
１.00KCycle*2016
ーヴ ～ モルズィーヌ」
「女子ショートプログラム」 １.00KCycle*2016
ワールドカップ 16／17 ０.00 セレクション
ツール・ド・フランス
３.30 スノーボード
～チェコ・オストラバ
ツール・ド・フランス
▽男子 ダウンヒル
２.00KCycle*2016
▽第19ステージ「アルベ
snow sweet life①
アリーナ
▽第21ステージ
「キッツビューエル」
ツール・ド・フランス
ールヴィル ～ サン＝ジ ４.00Kアルペンスキー FIS
「シャンティイ ～ パリ・
４.00Bプレミア プレビュー⑳
▽第18ステージ
ェルヴェ モン・ブラン」
ワールドカップ 16／17
シャンゼリゼ」
４.30Kアルペンスキー W杯HL
（個人タイムトライアル） ６.45 スーパーラグビー ナビ
▽男子 スラローム「シュラ
６.15Bブンデスリーガ HL⑰
▽男子 スラローム
６.30Aワールドラグビー④
７.00 ワールド ベースボール
ドミング／オーストリア」 ６.30Aワールドスポーツ①
７.15★XKISU欧州フィギュア
５.30 The REAL
７.00K全米フィギュアスケート
クラシック '13年大会 ７.00★XKISU欧州フィギュア ７.00 ワールド ベースボール
スケート選手権2017
６.30 ウインターカップ2016
選手権2017
ラウンド1 プールA
スケート選手権2017
クラシック（WBC）
「男子ショートプログラム」
▽もう一つの物語 女子篇
「男子フリースケーティング」
ゲーム3「中国×日本」
「女子ショートプログラム」
▽'13年大会ラウンド1
～チェコ・オストラバ
７.00K全米フィギュアスケート
～カンザスシティー
11.00 結束！侍ジャパン⑲
～チェコ・オストラバ
プールAゲーム6
アリーナ
選手権2017
０.00Aワールドスポーツ①
11.30B16／17 プレミアリーグ
アリーナ
「日本×キューバ」
▽２.00
「女子フリースケ
「女子フリースケーティング」 ０.30 スノーボード①
▽第22節-2「マンチェス
11.30K16／17 ドイツ ブンデ
ーティング」
解説・鈴木明子
１.00Bプレミアリーグ HL
ターC×トッテナム」
スリーガ 第17節-3
～チェコ・オストラバ
０.00 海外サッカーセレクション ２.00 WWE スマックダウン
１.30B16／17 ドイツ ブンデ １.30Aジレットワールドスポー １.30B16／17 ドイツ ブンデ
アリーナ
（〜2.00）
HL#909英語版（〜3.00）
スリーガ HL⑰
（〜2.30）
ツ2017① （〜2.00）
スリーガ HL⑰
（〜2.30）

29

30

28

６.30 桑田泉ゴルフ4③
７.00Aダーツ ワールドGP⑩
８.00 WWE ロウ#1235 英語版
10.00★WWE スマックダウン
ハイライト#910 英語版
11.00 スーパーラグビー ナビ
11.15 セレクション
４.15AThe REAL サージ・イバカ
５.15 スーパーラグビー ナビ
５.30 ダンス！ 華麗なる闘い
ボールルームスターズ
６.00Bダンス！ 華麗なる闘い
▽2016 WDSF世界選
手権
「スタンダード部門」
７.00KISU欧州フィギュア
スケート選手権2017
「女子フリースケーティング」
～チェコ・オストラバ
11.30 セレクション
１.50★XKISU欧州フィギュア
スケート選手権2017
「男子フリースケーティング」
～チェコ・オストラバ

31

６.45 スーパーラグビー ナビ ６.00Bダンス！ 華麗なる闘い ６.00Kアルペンスキー FIS
７.00Aワールドスポーツ①
７.00Aダーツ ワールドGP⑩
ワールドカップ 16／17
７.30 セレクション
８.00Kアルペンスキー FIS
▽男子 ジャイアントス
11.30Kアルペンスキー FIS
ワールドカップ 16／17
ラローム「ガルミッシュ
ワールドカップ 16／17
▽男子 ダウンヒル
・パルテンキルヘン」
▽男子 ダウンヒル「ガルミ 10.00KCycle*2016 ブエル ９.00K16／17 ドイツ ブンデ
ッシュ・パルテンキルヘン」
タ・ア・エスパーニャ
スリーガ 第18節-2
１.30 スーパーラグビー ナビ
▽第1ステージ
「ブレーメン×バイエルン」
１.50★XBリーグ 2016-17
▽０.45 第2ステージ
11.00KCycle*2016 ブエル
▽第18節「秋田×三遠」 ４.15 スーパーラグビー ナビ
タ・ア・エスパーニャ
～CNAアリーナ★あきた ４.30Aワールドラグビー⑤
▽第3ステージ
５.00Kアルペンスキー FIS
▽２.30 第4ステージ
４.30 スノーボード
ワールドカップ 16／17 ５.45 ワールド ベースボール
snow sweet life②
▽男子 ジャイアント
クラシック（WBC）
５.00 セレクション
スラローム
一挙放送
８.00KBOOMER
▽'13年大会ラウンド2
７.00KISU欧州フィギュアスケ ８.30 セレクション
プール1ゲーム2「日本×
ート選手権2017
10.30 スノーボード②
チャイニーズ・タイペイ」
「男子フリースケーティング」 11.00Kスキージャンプ FIS W杯 11.30 スノーボード
～チェコ・オストラバ
16／17 男子ラージヒル
snow sweet life②
アリーナ
▽団体戦「ビリンゲン」 ０.00K16／17 ドイツ ブンデ
１.15Bブンデスリーガ HL⑱
スリーガ
０.00 セレクション
２.15 WWE スマックダウン
▽第18節-3
（〜2.00）
HL#910 英語版
（〜3.15）
（〜2.00）
※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。

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）

（J SPORTS 4）

