
熊本県熊本市大会

№ ﾁｬﾝﾈﾙ 放送日 開始時刻 終了時刻 番　組　名 タイトル サブタイトル

1 JSPORTS1 16/02/02 (火) 17:30 21:00 バドミントン 日本リーグ2015 熊本県熊本市大会 女子一部リーグ 再春館製薬所 vs. ACT SAIKYO

2 JSPORTS1 16/02/03 (水) 17:00 21:00 バドミントン 日本リーグ2015 熊本県熊本市大会 女子一部リーグ NTT東日本 vs. 再春館製薬所

3 JSPORTS1 16/02/04 (木) 07:00 10:30 バドミントン 日本リーグ2015 熊本県熊本市大会 女子一部リーグ 再春館製薬所 vs. ACT SAIKYO

4 JSPORTS1 16/02/05 (金) 06:30 10:30 バドミントン 日本リーグ2015 熊本県熊本市大会 女子一部リーグ NTT東日本 vs. 再春館製薬所

5 JSPORTS3 16/02/05 (金) 04:30 20:00 バドミントン 日本リーグ2015 熊本県熊本市大会 女子一部リーグ 再春館製薬所 vs. ACT SAIKYO

6 JSPORTS3 16/02/06 (土) 07:00 11:00 バドミントン 日本リーグ2015 熊本県熊本市大会 女子一部リーグ NTT東日本 vs. 再春館製薬所

埼玉県深谷市大会

№ ﾁｬﾝﾈﾙ 放送日 開始時刻 終了時刻 番　組　名 タイトル サブタイトル

7 JSPORTS1 16/02/08 (月) 17:00 21:00 バドミントン 日本リーグ2015 埼玉県深谷市大会 男子一部リーグ トナミ運輸 vs. 日本ユニシス

8 JSPORTS1 16/02/09 (火) 17:00 21:00 バドミントン 日本リーグ2015 埼玉県深谷市大会 女子一部リーグ 日本ユニシス vs. ヨネックス

9 JSPORTS1 16/02/10 (水) 00:30 28:30 バドミントン 日本リーグ2015 埼玉県深谷市大会 男子一部リーグ トナミ運輸 vs. 日本ユニシス

10 JSPORTS1 16/02/11 (木) 00:30 28:30 バドミントン 日本リーグ2015 埼玉県深谷市大会 女子一部リーグ 日本ユニシス vs. ヨネックス

11 JSPORTS3 16/02/12 (金) 04:15 20:15 バドミントン 日本リーグ2015 埼玉県深谷市大会 男子一部リーグ トナミ運輸 vs. 日本ユニシス

13 JSPORTS3 16/02/13 (土) 07:00 11:00 バドミントン 日本リーグ2015 埼玉県深谷市大会 女子一部リーグ 日本ユニシス vs. ヨネックス

最終戦　東京大会（東京都渋谷区大会）

№ ﾁｬﾝﾈﾙ 放送日 開始時刻 終了時刻 番　組　名 タイトル サブタイトル

12 JSPORTS1 16/02/13 (土) 　09:00 25:00 バドミントン 日本リーグ2015 東京都渋谷区大会 女子一部リーグ 日本ユニシス vs. 再春館製薬所

14 JSPORTS3 16/02/14 (日) 07:00 11:00 バドミントン 日本リーグ2015 東京都渋谷区大会 女子一部リーグ 日本ユニシス vs. 再春館製薬所

15
JSPORTS4 16/02/14 (日) 10:25 21:00 バドミントン 日本リーグ2015

東京都渋谷区大会  男子
                          /女子一部リーグ

NTT東日本 vs. トナミ運輸
         /NTT東日本 vs. 日本ユニシス

16 JSPORTS1 16/02/16 (火) 00:30 28:30 バドミントン 日本リーグ2015 東京都渋谷区大会 女子一部リーグ 日本ユニシス vs. 再春館製薬所

17 JSPORTS1 16/02/17 (水) 00:30 29:00 バドミントン 日本リーグ2015 東京都渋谷区大会 女子一部リーグ NTT東日本 vs. 日本ユニシス

18 JSPORTS1 16/02/18 (木) 00:30 29:00 バドミントン 日本リーグ2015 東京都渋谷区大会 男子一部リーグ NTT東日本 vs. トナミ運輸

24 JSPORTS3 16/02/23 (火) 08:30 13:00 バドミントン 日本リーグ2015 東京都渋谷区大会 女子一部リーグ NTT東日本 vs. 日本ユニシス

25 JSPORTS3 16/02/24 (水) 08:30 13:00 バドミントン 日本リーグ2015 東京都渋谷区大会 男子一部リーグ NTT東日本 vs. トナミ運輸

31 JSPORTS3 16/02/27 (土) 02:00 30:30 バドミントン 日本リーグ2015 東京都渋谷区大会 女子一部リーグ NTT東日本 vs. 日本ユニシス

32 JSPORTS3 16/02/28 (日) 11:30 28:00 バドミントン 日本リーグ2015 東京都渋谷区大会 男子一部リーグ NTT東日本 vs. トナミ運輸

バドミントン日本リーグ2015　J SPORTS放送予定


