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News Release

2018 アジアウインターベースボールリーグ
放送決定！！

大会期間中、優勝決定戦含む日本戦を中心に生中継
スカパーJSAT 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：高田真治）と株式会社 GAORA
（本社：大阪市北区、代表取締役社長：東龍一郎）、日本テレビ放送網株式会社（本社：東京都港区、代表取
締役 社長執行役員：大久保好男）は、2018 年 11 月 24 日（土）より台湾にて開催される『2018 アジア
ウインターベースボールリーグ』の放送を決定しました。12 月 16 日（日）の優勝決定戦を含む、大会期間
中の日本戦を中心に生中継します。
『アジアウインターベースボールリーグ』は 2012 年より台湾で開催される、日本・台湾・
韓国の３ヵ国を中心とした東アジア地域の野球選手が、台湾各地で試合を行う若手選手の育
成を目的とした冬季リーグです。
（※2014 年は未開催）第 1 回大会となる 2012 年には NPB
選抜チームが優勝、その後 2 大会連続で準優勝。昨年は NPB イースタン・リーグ選抜、NPB
ウエスタン・リーグ選抜、社会人野球選抜の３チーム編成で出場し、NPB イースタン・リー
グ選抜が優勝しました。
今大会も日本は、昨年同様に 3 チームでの出場となります。
2016 年、2017 年に続き 3 年連続の日本優勝なるか？！過去に
は本大会で活躍した選手が、次のシーズンにブレイクすることも
多いのでそちらも注目です！！『2018 アジアウインターベース
ボールリーグ』を BS スカパー! 他 、GAORA SPORTS、日テレ
ジータスでお楽しみください。
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■放送スケジュール ※放送日時、放送チャンネルは変更になる場合がございます。
放送日時（日本時間）
11 月 25 日（日）
午後 1 時～
11 月 26 日（月）
午後 1 時～
11 月 27 日（火）
午後１時～
11 月 29 日（木）
午後 7 時～
12 月 1 日（土）
午後１時～
12 月 5 日（水）
午後１時～
12 月 7 日（金）
午後 7 時～
12 月 9 日（日）
午後 7 時～
12 月 11 日（火）
午後 7 時～
12 月 12 日（水）
午後 7 時～
12 月 13 日（木）
午後 7 時～
12 月 14 日（金）
午後 1 時～
12 月 14 日（金）
午後 7 時～
12 月 16 日（日）
午後 1 時～
12 月 16 日（日）
午後 7 時～

対戦カード
社会人野球選抜 vs NPB イースタン・リーグ選抜
NPB ウエスタン・リーグ選抜 vsNPB イースタン・リーグ選抜
NPB ウエスタン・リーグ選抜 vs 社会人野球選抜
NPB イースタン・リーグ選抜 vsNPB ウエスタン・リーグ選抜
NPB イースタン・リーグ選抜 vs 社会人野球選抜
NPB イースタン・リーグ選抜 vsNPB ウエスタン・リーグ選抜
台湾プロ野球リーグ選抜 vsNPB イースタン・リーグ選抜
韓国プロ野球選抜 vs NPB イースタン・リーグ選抜
NPB イースタン・リーグ選抜 vs 台湾プロ野球リーグ選抜
NPB ウエスタン・リーグ選抜 vs NPB イースタン・リーグ選抜
韓国プロ野球選抜 vs NPB ウエスタン・リーグ選抜
レギュラーシーズン 2 位 vs レギュラーシーズン３位
レギュラーシーズン１位 vs レギュラーシーズン４位
3 位決定戦
優勝決定戦

放送・配信チャンネル
BS スカパー!
（BS241／プレミアムサービス 579）
BS スカパー!
（BS241／プレミアムサービス 579）
BS スカパー!
（BS241／プレミアムサービス 579）
スカチャン 1
（CS801／プレミアムサービス 581）
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（BS241／プレミアムサービス 579）
GAORA SPORTS
（CS254／プレミアムサービス 602）
日テレジータス
（CS257／プレミアムサービス 608）
GAORA SPORTS
（CS254／プレミアムサービス 602）
日テレジータス
（CS257／プレミアムサービス 608）
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≪放送概要≫

※放送日時、放送チャンネルは変更になる場合がございます。

タイトル

：2018 アジアウインターベースボールリーグ

放送日

：11 月 25 日（日）～12 月 16 日（日）

、スカチャン１（CS801／プレミアムサービス 581）
チャンネル：BS スカパー! （BS241／プレミアムサービス 579）
視聴方法

：スカパー! のチャンネルまたはパック・セット等のご契約者は無料でご視聴いただけます。

チャンネル：GAORA SPORTS （CS254／プレミアムサービス 602）
視聴方法

：当チャンネル、または当チャンネルを含むパック・セットのご契約者はご視聴いただけます。

チャンネル：日テレジータス （CS257／プレミアムサービス 608）
視聴方法

：当チャンネル、または当チャンネルを含むパック・セットのご契約者はご視聴いただけます。

＜スカパー! オンデマンドでも同時配信！＞
スマートフォンや PC、タブレットでも手軽にスカパー! をお楽しみいただけま
す。ご契約者であれば専用アプリのダウンロードがオススメです。スカパー! 公
式サイトのログインページより My スカパー! ID を取得するだけで、スカパー!
オンデマンドでも当番組をご視聴いただけます。
※スカパー! オンデマンドサイトはコチラ
【https://vod.skyperfectv.co.jp/】
リリース情報は、スカパー! 公式サイトにも掲載されております。https://www.skyperfectv.co.jp/

