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スカパー! は、リオデジャネイロオリンピックで日本バドミントン界初の金メダルを獲得した女子ダブルス髙橋
礼華・松友美佐紀ペアが出場する、9 月 20 日（火）開幕「スーパーシリーズ ヨネックスオープンジャパン」、卓
球男子団体で初のメダルを獲得した丹羽孝希が出場する「ITTF 卓球ワールドツアー チャイナ・オープン」をはじ
め、メダリストが出場する競技大会を各チャンネルで多数放送します。 

南米初開催となったリオデジャネイロオリンピックで日本は前回のロンドンオリ
ンピックの 38 個を上回り、史上最多 41 個（金 12、銀 8、銅 21）のメダルを獲得。
なかでも女子ダブルス髙橋礼華・松友美佐紀による日本バドミントン界史上初の金メ
ダル獲得は国内を大いに盛り上げました。大会の熱戦が冷めやらぬ中、出場選手たち
は既に次の舞台へ照準を合わせています。 

スカパー! の各チャンネルでは、メダリストが出場する下記競技大会を放送します。
9 月 20 日（火）に開幕し、髙橋礼華・松友美佐紀ペアも出場する「スーパーシリー
ズ ヨネックスオープンジャパン」は J SPORTS 1 で 1 回戦から決勝までお送りし、
他にも卓球、柔道、テニス、水泳、などを、テレ朝チャンネル２ ニュース・情報・
スポーツ、GAORA SPORTS、J SPORTS 3 で放送します。詳細はスカパー! スポー
ツ公式サイト（http://sports.skyperfectv.co.jp/index.php）でご確認ください。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

リオの熱気をそのままに！ 
スカパー! は、メダリストが出場する大会を多数放送 

9月 20日（火）開幕 
バドミントン金メダル タカマツペア出場 

「スーパーシリーズ ヨネックスオープンジャパン」 
卓球男子団体銀メダル 丹羽出場 

「ＩＴＴＦ卓球ワールドツアー チャイナ・オープン」他 
 

News Release 

※放送概要は変更になる場合がございます。 
写真：田村翔/アフロスポーツ 

■バドミントン
大会名 放送日時 チャンネル名 注目の出場選手

スーパーシリーズ ヨネックスオープンジャパン
1、2回戦

9月21日（水）～22日（木・祝）
後4時55分～

J SPORTS 1
（BS242／プレミアムサービス603）

スーパーシリーズ ヨネックスオープンジャパン
準々決勝

9月23日（金）
前11時55分～

J SPORTS 1
（BS242／プレミアムサービス603）

スーパーシリーズ ヨネックスオープンジャパン
準決勝

9月25日（日）
前5時～

J SPORTS 1
（BS242／プレミアムサービス603）

スーパーシリーズ ヨネックスオープンジャパン
決勝-1

9月25日（日）
後10時～

J SPORTS 1
（BS242／プレミアムサービス603）

スーパーシリーズ ヨネックスオープンジャパン
決勝-2

9月26日（月）
後10時30分～

J SPORTS 1
（BS242／プレミアムサービス603）

スーパーシリーズプレミア デンマークOP
準決勝

10月22日（土）
後4時30分～

J SPORTS 1
（BS242／プレミアムサービス603）

スーパーシリーズプレミア デンマークOP
決勝

10月23日（日）
後7時25分～

J SPORTS 1
（BS242／プレミアムサービス603）

【リオデジャネイロオリンピックにおける日本人選手の成績】
◎女子シングルス：【銅】奥原希望　　◎女子ダブルス：【金】髙橋礼華・松友美佐紀

女子シングル：奥原希望、山口茜
男子ダブルス：早川賢一・遠藤大由

女子ダブルス：髙橋礼華・松友美佐紀
混合ダブルス：数野健太・栗原文音

※出場選手　未定

http://sports.skyperfectv.co.jp/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リリース情報は、こちらのサイトにも掲載されております。「スカパー! エンタメ情報館」 http://blogs.skyperfectv.co.jp 

 

 

※放送概要は変更になる場合がございます。 

■テニス
大会名 放送日時 チャンネル名 注目の出場選手

ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000
上海・ロレックス・マスターズ＜第1日～準々決勝＞

10月10日（月・祝）～14日（金）
後2時～

GAORA SPORTS
（CS254／プレミアムサービス602）

ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000
上海・ロレックス・マスターズ＜準決勝1＞

10月15日（土）
後4時58分～

GAORA SPORTS
（CS254／プレミアムサービス602）

ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000
上海・ロレックス・マスターズ＜決勝＞

10月16日（日）
後5時20分～

GAORA SPORTS
（CS254／プレミアムサービス602）

10月24日（月）
深1時30分～

GAORA SPORTS
（CS254／プレミアムサービス602）

10月25日（火）～28日（金）
後10時～

GAORA SPORTS
（CS254／プレミアムサービス602）

ATPテニス ワールドツアー 500
スイス・インドアーズ・バーゼル＜準決勝＞

10月29日（土）
後9時28分～

GAORA SPORTS
（CS254／プレミアムサービス602）

ATPテニス ワールドツアー 500
スイス・インドアーズ・バーゼル＜決勝＞

10月30日（日）
後10時20分～

GAORA SPORTS
（CS254／プレミアムサービス602）

ATPテニス ワールドツアー マスターズ1000
BNPパリバ・マスターズ～パリ～＜第1日＞

10月31日（月）
後7時～

GAORA SPORTS
（CS254／プレミアムサービス602）

錦織圭

錦織圭

【リオデジャネイロオリンピックにおける日本人選手の成績】
◎男子シングルス：【銅】錦織圭

ATPテニス ワールドツアー 500
スイス・インドアーズ・バーゼル＜第1日～準々決勝＞

錦織圭

■水泳
大会名 放送日時 チャンネル名 注目の出場選手

FINA競泳ワールドカップ東京2016
1日目決勝＜生放送＞

10月25日（火）
後5時～

テレ朝チャンネル２ ニュース・情報・スポーツ
（CS299／プレミアムサービス612）

FINA競泳ワールドカップ東京2016
2日目決勝＜生放送＞

10月26日（水）
後5時～

テレ朝チャンネル２ ニュース・情報・スポーツ
（CS299／プレミアムサービス612）

【リオデジャネイロオリンピックにおける日本人選手の成績】
◎女子200m平泳ぎ：【金】金藤理絵　　◎男子200ｍバタフライ：【銀】坂井聖人　◎女子200ｍバタフライ：【銅】星奈津美　◎男子200m個人メドレー：【銀】萩野公介
◎男子400m個人メドレー：【金】萩野公介【銅】瀬戸大也　　◎男子4×200mリレー：【銅】江原騎士・小堀勇気・萩野公介・松田丈志
◎シンクロナイズドスイミング　チーム：【銅】日本代表　　◎シンクロナイズドスイミング　デュエット：【銅】乾友紀子・三井梨紗子

萩野公介、瀬戸大也、池江璃花子
渡部香生子、小関也朱篤、鈴木聡美

　　　　　　　　　　　　　　（予定）

■卓球
大会名 放送日時 チャンネル名 注目の出場選手

ITTF卓球ワールドツアー　チャイナ・オープン
9月21日（水）

後10時～
J SPORTS 3

（BS244／プレミアムサービス606）

ITTF卓球ワールドツアー　チャイナ・オープン
9月22日（木・祝）

後7時30分～
J SPORTS 3

（BS244／プレミアムサービス606）

ITTF卓球ワールドツアー　チャイナ・オープン
9月23日（金）
後7時30分～

J SPORTS 3
（BS244／プレミアムサービス606）

■柔道
大会名 放送日時 チャンネル名 注目の出場選手

IJFワールドツアー2016グランプリ
タシケント大会

10月7日（金）
後8時～

J SPORTS 3
（BS244／プレミアムサービス606）

IJFワールドツアー2016グランプリ
タシケント大会

10月8日（土）
後8時55分～

J SPORTS 3
（BS244／プレミアムサービス606）

【リオデジャネイロオリンピックにおける日本人選手の成績】
◎男子60kg級：【銅】高藤直寿　　◎女子48kg級：【銅】近藤亜美　　◎男子66kg級：【銅】海老沼匡　　◎女子52kg級：【銅】中村美里
◎男子73kg級：【金】大野将平　　◎女子57kg級：【銅】松本薫　　◎男子81kg級：【銅】永瀬貴規　　◎男子90kg級：【金】ベイカー茉秋
◎女子70kg級：【金】田知本遥　　◎男子100kg級：【銅】羽賀龍之介　　◎女子78kg級：【銅】山部佳苗　　◎男子100kg超級：【銀】原沢久喜

【リオデジャネイロオリンピックにおける日本人選手の成績】
◎男子シングルス：【銅】水谷隼　　◎男子団体：【銀】丹羽孝希・水谷隼・吉村真晴　　◎女子団体：【銅】福原愛・石川佳純・伊藤美誠

丹羽孝希

※出場選手　未定

http://blogs.skyperfectv.co.jp/

