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（J SPORTS 1）※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。

６.00　バドミントン スディル
マンカップ2023

	 ▽準々決勝-1
	 ～蘇州,中国
１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉1⑫◇30 結束！�
３.00Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	3位決定戦
５.30　新古今HAKA集
５.45★XBFIFA U-20 ワールド

カップ 2023�
	 ▽ラウンド16-1
８.30★Bリーグ CS 2022-23
	 ▽決勝	第3戦
	 （番組変更の場合あり）
11.30Bラグビーワールドカップ

100選！		2019年日本
大会	プールC	
「イングランド×トンガ」

２.00Kリーグワン1本勝負
３.00　ラグビー わんだほー！�

（〜4.00）

６.00　バドミントン スディル
マンカップ2023

	 ▽準々決勝-2
	 ～蘇州,中国
１.00　桑田泉1⑬◇30 情報
２.00　桑田泉1⑭◇30 HAKA集
２.45AエクストリームE 2023

ハイライト　第3戦	
▽３.45 第4戦

４.45　MOTOR GAMES#478
５.15Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	決勝
８.45★XBFIFA U-20 ワールド

カップ 2023�
	 ▽ラウンド16-8
11.30Bラグビーワールドカップ

100選！		2019年日本
大会	プールD	
「ウェールズ×ジョージア」

２.00Kラグビー 関東大学春季
交流大会2023

 「早稲田×明治」	（〜4.00）

６.00KHOOP!～学生バスケ情報④
６.30KSUPER GT 2023

【Team Radioプラス】
	 ▽第1戦「決勝」
８.30　IFSC クライミングW杯 

2023　ボルダー	第1戦	
女子決勝「八王子」	
▽11.30 男子決勝「八王子」

２.30　結束！侍ジャパン�
３.00Kラグビー リーグワン'22-23
	 「BL東京×埼玉WK」
５.30　情報
６.00BラグビーW杯100選！
	 ▽2011年ニュージーラ

ンド大会	準々決勝	
「イングランド×フランス」	
▽８.15 準々決勝「南アフ
リカ×オーストラリア」	
▽10.30 準決勝	
「ウェールズ×フランス」

０.45Kラグビー リーグワン'22-23
	 「S東京ベイ×東京SG」
３.15　新古今HAKA集
３.30　結束！�	 （〜4.00）

６.00　IFSC クライミングW杯 
2023　ボルダー	第2戦	
男女決勝「ソウル」

９.30BFIM スーパースポーツ世
界選手権2023　第3戦

０.00BFIM スーパーバイク世界
選手権2023　第3戦

３.00　The REAL		阿部真生騎
４.00　ラグビー わんだほー！�
５.00BラグビーW杯100選！
	 ▽2011年ニュージーラ

ンド大会	準決勝	
「オーストラリア×ニュ
ージーランド」	
▽７.15 決勝「フランス×
ニュージーランド」

10.15BラグビーW杯100選！
	 ▽2015年イングランド

大会	プールB	
「南アフリカ×日本」

１.15Kジャパンラグビー リーグワ
ン'22-23		D1	第16節-4
「花園L×GR東葛」

３.45　新古今HAKA集（〜4.00）

６.00　結束！侍ジャパン�
６.30　サイクル誰クル？④
７.30　The REAL
８.30KHOOP!④◇９.00 情報
９.30Kジャパンラグビー リーグワ

ン'22-23		D1	第16節-6
「静岡BR×トヨタV」	
▽０.00 D1	第16節-3	
「S東京ベイ×東京SG」	
▽２.30 D1	第16節-2	
「相模原DB×BR東京」

５.00　ラグビー わんだほー！�
５.55★Xプロ野球
	 「広島×阪神」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	

スタジアム広島
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
10.00★MLBイッキ見⑥◇45 情報
11.00Kジャパンラグビー リーグワ

ン'22-23		D1	第16節-5
「神戸S×横浜E」

１.30　プロ野球
	 「広島×阪神（5/5）」

５.00BFIM スーパースポーツ世
界選手権2023

	 ▽第3戦「アッセン」
７.30Kジャパンラグビー リーグワ

ン'22-23		D1	第16節-4
「花園L×GR東葛」

10.00Kラグビー 一人語り③
10.25　プロ野球
	 「広島×阪神（5/5）」
１.55★Xプロ野球
	 「広島×阪神」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	

スタジアム広島
	 （試合終了まで放送、	

以降の番組変更あり）
６.00　HAKA集◇15 結束！�
６.45★Bリーグ '22-23		第36節

「広島×琉球（5/6）」
９.00★XBCycle*2023 ラ・

ブエルタ フェメニーナ
	 ▽第6ステージ
11.30　プロ野球
	 「広島×阪神（5/6）」
３.00　REAL		ユンボ・ヴィスマ

４.00Kジャパンラグビー リーグワ
ン'22-23		D1	第16節-3
「S東京ベイ×東京SG」	
▽６.30 D1	第16節-5	
「神戸S×横浜E」

９.00　情報
９.30　ラグビー 一人語り⑥
９.55　プロ野球
	 「広島×阪神（5/6）」
１.25★Xプロ野球
	 「広島×阪神」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	

スタジアム広島
	 （試合終了まで放送）
５.30　新古今HAKA集
５.45　ラグビー わんだほー！�
６.45★Bリーグ '22-23		第36節

「広島×琉球（5/7）」
９.00★XBCycle*2023 ラ・

ブエルタ フェメニーナ
	 ▽第7ステージ
11.30　プロ野球
	 「広島×阪神（5/7）」
３.00　セレクション	（〜4.00）

４.20BSAIL GP '22/23
	 ▽第11戦「Day1」	

▽６.20 「Day2」
８.20　ラグビー 一人語り①
８.45Kラグビー リーグワン'22-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	準決勝-1
11.30　新古今HAKA集
11.45★XKラグビー リーグワン

'22-23		D1	プレーオフ
トーナメント	準決勝-2

２.30Kリーグワン'22-23		入替戦	
第1節	D1/D2	第1戦-2

５.00BラグビーW杯100選！
	 ▽'15年	準々決勝「オースト

ラリア×スコットランド」
７.30Kラグビー リーグワン'22-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	準決勝-2
10.15BMLB中継「ガーディアンズ

×エンジェルス（5/13）」
１.45★Kラグビー 関東大学春季 

交流大会'23「早稲田×明治」
３.45　新古今HAKA集（〜4.00）

４.00　The REAL
５.00　SAIL GP◇30 HAKA集
５.50Kジャパンラグビー リーグ

ワン'22-23		D1	プレー
オフトーナメント	決勝

９.20Kスーパーフォーミュラ 
2023　第4戦「予選」

10.50★X高円宮杯 U-18 プレミ
アリーグ		EAST	第7節-2	
「川崎FU-18×青森山田」

１.20　HAKA集◇35 一人語り⑥
２.00★XKスーパーフォーミュラ 

2023　第4戦「決勝」
	 （放送開始時刻変更あり）
５.00　GTダイジェスト◇結束�
５.45★XBFIFA U-20 ワールド

カップ 2023⑥
８.15　SAIL GP '22/23HL
８.45★XBFIFA U-20 ワールド

カップ 2023⑧
11.15★Bリーグ CS 2022-23
	 ▽準決勝	第2戦
１.45　GT◇２.00 The REAL
３.00　The REAL	 （〜4.00）

４.00KSUPER GT 2023
【Team Radioプラス】

	 ▽第1戦「決勝」
６.00　ラグビー 一人語り⑥
６.25BMLB中継
	 「エンジェルス×マーリンズ

（5/26）」
９.55　プロ野球
	 「広島×ヤクルト（5/27）」
１.25★Xプロ野球
	 「広島×ヤクルト」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	

スタジアム広島
	 （試合終了まで放送）
５.30★Bリーグ チャンピオンシ

ップ 2022-23
	 ▽決勝	第2戦
８.00　HAKA集◇15KHOOP!④
８.45★XBFIFA U-20 ワールド

カップ 2023�
11.15　プロ野球
	 「広島×ヤクルト（5/28）」
２.45　新古今HAKA集
３.00　セレクション	（〜4.00）

６.00　情報
６.30BFIM スーパーバイク世界

選手権2023
	 ▽第4戦「カタルーニャ」
９.30　REAL		ユンボ・ヴィスマ
10.30Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第1節	D1/D2	第1戦-3

１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉1①◇30 情報
３.00Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第1節	D2/D3	第1戦-1

５.30　ラグビー わんだほー！�
６.30Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第1節	D1/D2	第1戦-2

９.00BラグビーW杯100選！
	 ▽2015年イングランド

大会	プールB	
「アメリカ×日本」

０.00　プロ野球
	 「中日×広島（5/10）」
３.30KHOOP!④	 （〜4.00）

６.00　情報
６.30BSAIL GP '22/23
	 ▽第11戦「Day1」	

▽８.30 「Day2」
10.30Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第1節	D2/D3	第1戦-2	
「（D2	5位）×（D3	2位）」

１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉1②◇30 情報
３.00　ラグビー わんだほー！�
４.00Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第1節	D2/D3	第1戦-2	
「（D2	5位）×（D3	2位）」	
▽６.30 入替戦	第1節	
D2/D3	第1戦-1	
「（D2	4位）×（D3	3位）」

９.00BラグビーW杯100選！
	 ▽2015年大会	準々決勝	

「南アフリカ×ウェールズ」
11.30　プロ野球
	 「中日×広島（5/11）」
３.00　サイクル？④	（〜4.00）

５.00　バドミントン アジア選
手権2023（個人戦）

	 ▽準決勝
１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉ゴルフ1③
２.30Kジャパンラグビー リーグ

ワン'22-23　入替戦	第
1節	D1/D2	第1戦-1	
「（D1	10位）×（D2	3位）」	
▽５.00 入替戦	第1節	
D1/D2	第1戦-2	
「（D1	11位）×（D2	2位）」	
▽７.30 入替戦	第1節	
D1/D2	第1戦-3	
「（D1	12位）×（D2	1位）」

10.00★MLBイッキ見⑦◇45 情報
11.00BラグビーW杯100選！
	 ▽2015年イングランド

大会	準々決勝「ニュージー
ランド×フランス」

１.30Kジャパンラグビー リーグ
ワン'22-23　入替戦	第
1節	D2/D3	第1戦-1	
「（D2	4位）×（D3	3位）」

４.00　結束！侍ジャパン�
４.30　SUPER GTダイジェスト
４.50　バドミントン アジア選

手権2023（個人戦）
	 ▽決勝
11.50Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第1節	D1/D2	第1戦-3	
「（D1	12位）×（D2	1位）」

２.20★XKラグビー リーグワン
'22-23		D1	プレーオフ
トーナメント	準決勝-1

５.05BラグビーW杯100選！
	 ▽'15年	準々決勝「アイル

ランド×アルゼンチン」
７.35BMLB中継
	 「ガーディアンズ×エン

ジェルス（5/12）」
11.05Kラグビー リーグワン'22-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	準決勝-1	
▽１.50 入替戦	第1節	
D2/D3	第1戦-2	
「（D2	5位）×（D3	2位）」

６.00　MOTOR GAMES#476
６.30BFIM スーパースポーツ世

界選手権2023　第4戦
９.00AMobil 1 The Grid③
９.30　プロ野球
	 「楽天×ソフトバンク（5/16）」
１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉1⑥◇30 情報
３.00Kリーグワン1本勝負
３.30　新古今HAKA集
３.45Kラグビー 関東大学春季交

流大会'23「早稲田×明治」
５.45★Xプロ野球
	 「楽天×ソフトバンク」
	 （試合終了まで放送）
10.00BラグビーW杯100選！
	 ▽2015年イングランド

大会	決勝「ニュージーラ
ンド×オーストラリア」

１.30Kジャパンラグビー リーグ
ワン2022-23　入替戦	
第2節	D1/D2	第2戦-3	
「（D1	12位）×（D2	1位）」

（〜4.00）

６.00　情報
６.30BFIM スーパーバイク世界

選手権2023　第4戦
９.30　プロ野球
	 「楽天×ソフトバンク（5/17）」
１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉ゴルフ1⑦
２.30Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第2節	D1/D2	第2戦-1	
「（D1	10位）×（D2	3位）」	
▽５.00 D2/D3	第2戦-2	
「（D2	5位）×（D3	2位）」

７.30BラグビーW杯100選！
	 ▽2019年日本大会	オー

プニングセレモニー＆	
プールA「日本×ロシア」

11.20Kジャパンラグビー リーグ
ワン2022-23　入替戦	
第2節	D2/D3	第2戦-1	
「（D2	4位）×（D3	3位）」

１.50Kラグビー リーグワン'22-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	準決勝-1（〜4.35）

６.00AMobil 1③◇30 REAL
７.30　セレクション
８.30Kラグビー 関東大学春季交

流大会'23「早稲田×明治」
10.30Kリーグワン'22-23		入替戦	

第2節	D1/D2	第2戦-3
１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉1⑧◇30K1本勝負
３.05Kラグビー リーグワン'22-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	準決勝-2
５.50★サニックスワールドラグ

ビーユース交流大会'23
６.50★XKラグビー リーグワン

'22-23		D1	プレーオフ
トーナメント	3位決定戦

９.30　HAKA集◇スーパーフォーミュラ
10.00★MLBイッキ見⑧◇45 情報
11.00Kラグビー リーグワン'22-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	3位決定戦
１.30Kラグビー 関東大学春季交

流大会'23「早稲田×明治」
３.30　結束！侍ジャパン�

４.00BFIM スーパースポーツ世
界選手権2023　第4戦

６.30　The REAL
７.30Kラグビー リーグワン'22-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	3位決定戦◇情報
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×ツインズ」
	 （延長なし）
２.00★XKラグビー リーグワン

2022-23　D1	プレー
オフトーナメント	決勝

５.30　新古今HAKA集
５.45★XBFIFA U-20 ワールド

カップ 2023②
８.15　結束！侍ジャパン�
８.45★XBFIFA U-20 ワールド

カップ 2023④
11.15Kジャパンラグビー リーグ

ワン'22-23		D1	プレー
オフトーナメント	決勝

２.45　新古今HAKA集
３.00　サニックスワールドラグ

ビーユース交流大会'23

６.00　情報◇30KHOOP!④
７.00　プロ野球
	 「広島×中日（5/24）」
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×レッド

ソックス」（延長あり）
２.30　結束！侍ジャパン�
３.00　ラグビー わんだほー！�
３.55Kリーグワン1本勝負
４.25　サニックスワールドラグ

ビーユース交流大会'23
５.25　結束！侍ジャパン�
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）
10.00Bラグビーワールドカップ

100選！		2019年日本
大会	プールB「ニュージー
ランド×南アフリカ」

０.30　プロ野球
	 「広島×中日（5/25）」

（〜4.00）

６.00　The REAL
７.00　結束！侍ジャパン�
７.30　サニックスワールドラグ

ビーユース交流大会'23
８.30　ラグビー わんだほー！�
９.30　プロ野球
	 「広島×中日（5/25）」
１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉ゴルフ1⑩
２.30　セレクション
３.30Kラグビー 関東大学春季交

流大会'23「早稲田×明治」
５.30　新古今HAKA集
５.45★Xプロ野球
	 「広島×ヤクルト」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	

スタジアム広島
	 （試合終了まで放送）
10.00★MLBイッキ見⑨◇45 情報
11.00BラグビーW杯100選！
	 ▽'19年日本大会	プールB	

「イタリア×ナミビア」
１.30　プロ野球
	 「広島×ヤクルト（5/26）」

５.00　REAL　E・ハーランド
６.00　ラグビー わんだほー！�
６.55　プロ野球
	 「楽天×日本ハム（5/26）」
	 ～楽天モバイルパーク宮城
10.25　プロ野球
	 「中日×横浜DeNA（5/26）」
	 ～バンテリンドーム	ナゴヤ
１.55★Xプロ野球
	 「広島×ヤクルト」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	

スタジアム広島
	 （試合終了まで放送）
５.45★XBFIFA U-20 ワールド

カップ 2023�
８.15　結束！侍ジャパン�
８.45★XBFIFA U-20 ワールド

カップ 2023�
11.15　MLBイッキ見！⑨◇情報
０.15　プロ野球
	 「広島×ヤクルト（5/27）」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	

スタジアム広島
３.45　新古今HAKA集

６.00　REAL		ユンボ・ヴィスマ
７.00　セレクション◇HAKA集
８.15★XIFSC クライミング 

W杯 2023　ボルダー	
第3戦	男女決勝	
「ソルトレイクシティ」

０.00　The REAL
１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉1⑨◇30 情報
３.00Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	3位決定戦	
▽５.30 決勝

９.00★Kリーグワン1本勝負
10.00★ラグビー わんだほー！�
10.55Bラグビーワールドカップ

100選！		2019年日本
大会	プールD「オースト
ラリア×フィジー」

１.25　サニックスワールドラグ
ビーユース交流大会'23

２.25　結束！侍ジャパン�
３.00　The REAL	 （〜4.00）

６.00　情報◇30 MOTOR#477
７.00　IFSC クライミングW杯 

2023　ボルダー	第3戦	
男女決勝	
「ソルトレイクシティ」

10.30BFIM スーパーバイク世界
選手権2023

	 ▽第4戦「カタルーニャ」
１.30　ラグビー わんだほー！�
２.25Kジャパンラグビー リーグ

ワン'22-23		D1	プレー
オフトーナメント	決勝

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）
10.00Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	3位決定戦
０.30　新古今HAKA集
０.45★BFIFA U-20 ワールド

カップ 2023⑮（〜3.00）

６.00　SAIL GP HL◇30 情報
７.00　プロ野球
	 「広島×中日（5/23）」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	

スタジアム広島
10.30★XBMLB中継
	 「エンジェルス×レッド

ソックス」（延長あり）
２.30Kラグビー リーグワン'22-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	3位決定戦
５.00　ラグビー わんだほー！�
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）
10.00BラグビーW杯100選！
	 ▽'19年日本大会	プールC	

「フランス×アルゼンチン」
０.30　プロ野球
	 「広島×中日（5/24）」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	

スタジアム広島（〜4.00）

６.00　情報
６.30BFIM スーパースポーツ世

界選手権2023　第3戦
９.00BFIM スーパーバイク世界

選手権2023　第3戦
０.00　GTV2023②
１.00★諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉ゴルフ2②
２.30KHOOP!～学生バスケ情報④
３.00　IFSC クライミングW杯 

2023　ボルダー	第2戦	
男女決勝「ソウル」

６.30★Xサイクル誰クル？④
７.30★XBCycle*2023 ラ・

ブエルタ フェメニーナ
	 ▽第1ステージ
10.00BラグビーW杯100選！
	 ▽2011年ニュージーラ

ンド大会	プールA	
「フランス×日本」

１.00Kジャパンラグビー リーグワ
ン'22-23		D1	第16節-1
「BL東京×埼玉WK」

３.30　結束！�	 （〜4.00）

６.00　MOTOR#474◇30 情報
７.00　IFSC クライミングW杯 

2023　ボルダー	第2戦	
男女決勝「ソウル」

10.30KHOOP!～学生バスケ情報④
11.00KSUPER GT 2023

【Team Radioプラス】
	 ▽第1戦「決勝」
１.00★諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉2③◇30 情報
３.00　結束！侍ジャパン�
３.30Kラグビー リーグワン'22-23
	 「静岡BR×トヨタV」
６.00BラグビーW杯100選！
	 ▽2011年ニュージーラ

ンド大会	プールD	
「ウェールズ×サモア」	
▽８.15 プールA	
「カナダ×日本」	
▽11.15 プールB「イング
ランド×スコットランド」

１.30Kジャパンラグビー リーグ
ワン2022-23「相模原	
DB×BR東京」	（〜4.00）

６.00　SUPER GTダイジェスト
６.20★XBSAIL GP '22/23
	 ▽第11戦「Day2」
９.00　プロ野球
	 「広島×阪神（5/7）」
０.30　結束！�
１.00★諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉ゴルフ2④
２.30★Kジャパンラグビー リー

グワン'22-23　入替戦	
第1節	D1/D2	第1戦-1	
「（D1	10位）×（D2	3位）」	
▽５.00 第1戦-2	
「（D1	11位）×（D2	2位）」	
▽７.30 第1戦-3	
「（D1	12位）×（D2	1位）」

10.00★ラグビー わんだほー！�
10.55BラグビーW杯100選！
	 ▽2015年大会	プールB	

「スコットランド×日本」
１.55★Kラグビー リーグワン

'22-23　入替戦	第1節	
D2/D3	第1戦-1「（D2	4
位）×（D3	3位）」（〜4.25）

６.00　MOTOR GAMES#475
６.30BFIM スーパースポーツ世

界選手権2023　第4戦
９.00　The REAL
10.00KHOOP!～学生バスケ情報④
10.30Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第1節	D1/D2	第1戦-1

１.00★諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉ゴルフ2⑤
２.30Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第1節	D1/D2	第1戦-3

５.00★Kジャパンラグビー リー
グワン'22-23　入替戦	
第1節	D2/D3	第1戦-2	
「（D2	5位）×（D3	2位）」

７.30　ラグビー わんだほー！�
８.30BラグビーW杯100選！
	 ▽'15年イングランド大会	

プールB「サモア×日本」
11.30　プロ野球
	 「中日×広島（5/9）」

（〜3.00）

６.00KSUPER GT 2023
【Team Radioプラス】

	 ▽第1戦「決勝」
８.00★Kジャパンラグビー リー

グワン'22-23　入替戦	
第2節	D1/D2	第2戦-2	
▽10.30 第2戦-3

１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉1④◇30 情報
３.00　SAIL GP '22/23HL
３.30Kラグビー リーグワン'22-23
	 ▽D1	プレーオフトーナ

メント	準決勝-1	
▽６.15 準決勝-2

９.00★Kリーグワン1本勝負
10.00★ラグビー わんだほー！�
10.55BラグビーW杯100選！
	 ▽2015年イングランド

大会	準決勝「南アフリカ
×ニュージーランド」

１.25★Kジャパンラグビー リー
グワン'22-23　入替戦	
第2節	D1/D2	第2戦-1

３.55　新古今HAKA集（〜4.10）

６.00　情報◇30 結束！�
７.00Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第2節	D2/D3	第2戦-1	
▽９.30 第2戦-2

０.00　ラグビー わんだほー！�
１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉ゴルフ1⑤
２.30Kリーグワン1本勝負
３.00Kジャパンラグビー リーグ

ワン2022-23　入替戦	
第2節	D1/D2	第2戦-2

５.30　新古今HAKA集
５.45★Xプロ野球
	 「楽天×ソフトバンク」
	 （試合終了まで放送）
10.00BラグビーW杯100選！
	 ▽2015年イングランド

大会	準決勝「アルゼンチン
×オーストラリア」

０.30Kラグビー 関東大学春季交
流大会'23「早稲田×明治」

２.30　ラグビー わんだほー！�
３.30AMobil 1③	 （〜4.00）

６.00　バドミントン スディル
マンカップ2023

	 ▽グループリーグ
	 ～蘇州,中国
１.00　諸見里ゴルフ�◇30 情報
２.00　桑田泉ゴルフ1⑪
２.30　プロ野球
	 「広島×ヤクルト（5/28）」
	 ～MAZDA	Zoom-Zoom	

スタジアム広島
６.00　GTV2023③
７.00★結束！侍ジャパン�
７.30Kリーグワン1本勝負
８.30Bラグビーワールドカップ

100選！		2019年日本
大会	プールA「アイルラ
ンド×スコットランド」

11.00　サニックスワールドラグ
ビーユース交流大会'23

０.00Kラグビー 関東大学春季交
流大会'23「早稲田×明治」

２.00AエクストリームE 2023
ハイライト　第3戦	
▽３.00 第4戦	（〜4.00）

2023年5月放送スケジュール
2023.5.1 ▶ 5.31　J SPORTS 15

★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）


