
日 付 モーニング競輪 690CH ナイター競輪 691CH ナイター競輪 692CH ミッドナイト競輪 693CH 694CH

1 水 いわき平 ＦⅠ 第3日 佐世保 ＦⅡ ① 伊東温泉 ＦⅡ 第1日
（後3:00～後9:00）

佐世保 ＦⅡ 第1日
（後3:00～後5:00） 小 倉 ＦⅡ ①

2 木 玉　野 ＧⅢ 第1日 伊東温泉 ＦⅡ ② ♥岐阜 ＦⅡ 第1日 佐世保 ＦⅡ ② 玉野 ＧⅢ（オッズ） 第1日 小 倉 ＦⅡ ② 伊東温泉 ＦⅡ 第2日
（後3:00～後5:00）

佐世保 ＦⅡ 第2日
（後3:00～後5:00）

3 金 玉　野 ＧⅢ 第2日 伊東温泉 ＦⅡ ③ ♥岐阜 ＦⅡ 第2日 佐世保 ＦⅡ ③ 玉野 ＧⅢ（オッズ） 第2日 小 倉 ＦⅡ ③ 伊東温泉 ＦⅡ 第3日
（後3:00～後5:00）

佐世保 ＦⅡ 第3日
（後3:00～後5:00）

4 土 玉　野 ＧⅢ 第3日 四日市 ＦⅠ ① ♥岐阜 ＦⅡ 第3日 ♥静岡 ＦⅡ 第1日 高 知 ＦⅡ ① 玉野 ＧⅢ（オッズ） 第3日 四日市 ＦⅠ 第1日
（後3:00～後5:00）

5 日 玉　野 ＧⅢ 第4日 四日市 ＦⅠ ② ♥静岡 ＦⅡ 第2日 取　手 ＦⅡ 第1日 高 知 ＦⅡ ② 玉野 ＧⅢ（オッズ） 第4日 四日市 ＦⅠ 第2日
（後3:00～後5:00）

6 月 ♥広島 ＦⅠ 第1日 四日市 ＦⅠ ③ 大　宮 ＦⅠ 第1日 岸和田 ＦⅠ 第1日 高 知 ＦⅡ ③ ♥静岡 ＦⅡ 第3日 取　手 ＦⅡ 第2日

7 火 ♥広島 ＦⅠ 第2日 小 倉 ＦⅠ ① 大　宮 ＦⅠ 第2日 京王閣 ＦⅡ ① 岸和田 ＦⅠ 第2日 武 雄 ＦⅡ ① 取　手 ＦⅡ 第3日 小　倉 ＦⅠ 第1日
（後3:00～後5:00）

8 水 ♥広島 ＦⅠ 第3日 小 倉 ＦⅠ ② 大　宮 ＦⅠ 第3日 京王閣 ＦⅡ ② 岸和田 ＦⅠ 第3日 武 雄 ＦⅡ ② 小　倉 ＦⅠ 第2日
（後3:00～後5:00）

京王閣 ＦⅡ 第2日
（後3:00～後5:00）

9 木 小松島 ＦⅡ ① 大　垣 ＧⅢ 第1日 小 倉 ＦⅠ ③ 小松島ＦⅡ①
（前10:00～後3:00）

京王閣 ＦⅡ 第3日
（後3:00～後9:00）

小　倉 ＦⅠ 第3日
（後3:00～後5:00） 武 雄 ＦⅡ ③

10 金 小松島 ＦⅡ ② 大　垣 ＧⅢ 第2日 ♥伊東温泉 ＦⅠ ① 小松島ＦⅡ②
（前10:00～後3:00）

♥伊東温泉ＦⅠ①
（後3:00～後5:00） ♥佐世保 ＦⅡ ①

11 土 小松島 ＦⅡ ③ 大　垣 ＧⅢ 第3日 ♥伊東温泉 ＦⅠ ② 小松島ＦⅡ③
（前10:00～後3:00）

♥伊東温泉ＦⅠ②
（後3:00～後5:00） ♥佐世保 ＦⅡ ②

12 日 大　垣 ＧⅢ 第4日 ♥伊東温泉 ＦⅠ ③ 大　宮 ＦⅡ 第1日 ♥伊東温泉 ＦⅠ 第3日
（後3:00～後5:00） ♥佐世保 ＦⅡ ③

13 月 静　岡 ＦⅠ 第1日 久留米 ＦⅠ ① 宇都宮 ＦⅠ 第1日 大　宮 ＦⅡ 第2日 ♥小倉 ＦⅡ ① 久留米 ＦⅠ 第1日
（後3:00～後5:00）

14 火 岐　阜 ＦⅠ 第1日 久留米 ＦⅠ ② 宇都宮 ＦⅠ 第2日 静　岡 ＦⅠ 第2日 ♥小倉 ＦⅡ ② 大　宮 ＦⅡ 第3日 久留米 ＦⅠ 第2日
（後3:00～後5:00）

15 水 岐　阜 ＦⅠ 第2日 久留米 ＦⅠ ③ 宇都宮 ＦⅠ 第3日 静　岡 ＦⅠ 第3日 ♥小倉 ＦⅡ ③ 久留米 ＦⅠ 第3日
（後3:00～後5:00）

16 木 岐　阜 ＦⅠ 第3日 京王閣 ＦⅠ ① 京王閣 ＦⅠ 第1日
（後3:00～後5:00） ♥高知 ＦⅡ ①

17 金 武 雄 ＦⅡ ① 高松 ＧⅡ（ｳｨﾅｰｽﾞC） 第1日 京王閣 ＦⅠ ② 高松 ＧⅡ（オッズ） 第1日 武雄ＦⅡ①
（前10:00～後3:00）

京王閣ＦⅠ②
（後3:00～後5:00） ♥高知 ＦⅡ ②

18 土 武 雄 ＦⅡ ② 高松 ＧⅡ（ｳｨﾅｰｽﾞC） 第2日 京王閣 ＦⅠ ③ 高松 ＧⅡ（オッズ） 第2日 ♥松阪 ＦⅡ 第1日 ♥高知 ＦⅡ ③ 武雄ＦⅡ②
（前10:00～後3:00）

京王閣ＦⅠ③
（後3:00～後5:00）

19 日 武 雄 ＦⅡ ③ 高松 ＧⅡ（ｳｨﾅｰｽﾞC） 第3日 小 倉 ＦⅠ ① 高松 ＧⅡ（オッズ） 第3日 ♥松阪 ＦⅡ 第2日 西武園 ＦⅡ ① 武雄ＦⅡ③
（前10:00～後3:00）

小倉ＦⅠ①
（後3:00～後5:00）

20 月 ♥高松 ＧⅡ（ｳｨﾅｰｽﾞC） 第4日 小 倉 ＦⅠ ② ♥高松 ＧⅡ（オッズ） 第4日 ♥松阪 ＦⅡ 第3日 西武園 ＦⅡ ② 小　倉 ＦⅠ 第2日
（後3:00～後5:00）

21 火 小田原 ＦⅠ 第1日 小 倉 ＦⅠ ③ 和歌山 ＦⅠ 第1日 取　手 ＦⅡ 第1日 西武園 ＦⅡ ③ 小　倉 ＦⅠ 第3日
（後3:00～後5:00）

22 水 小田原 ＦⅠ 第2日 いわき平 ＦⅠ ① 和歌山 ＦⅠ 第2日 大　垣 ＦⅠ 第1日 ♥武雄 ＦⅡ ① 高　知 ＦⅠ 第1日 取　手 ＦⅡ 第2日

23 木 小田原 ＦⅠ 第3日 いわき平 ＦⅠ ② 和歌山 ＦⅠ 第3日 大　垣 ＦⅠ 第2日 ♥武雄 ＦⅡ ② 高　知 ＦⅠ 第2日 取　手 ＦⅡ 第3日

24 金 防 府 ＦⅡ ① 高　知 ＦⅠ 第3日 いわき平 ＦⅠ ③ 大　垣 ＦⅠ 第3日 ♥千葉 ＦⅠ 第1日 ♥武雄 ＦⅡ ③ 防府ＦⅡ①
（前10:00～後3:00）

いわき平ＦⅠ③
（後3:00～後5:00）

25 土 防 府 ＦⅡ ② 松　阪 ＧⅢ 第1日 前 橋 ＦⅡ ① ♥千葉 ＦⅠ 第2日 防府ＦⅡ②
（前10:00～後3:00）

前橋ＦⅡ①
（後3:00～後5:00） 松阪 ＧⅢ（オッズ） 第1日

26 日 防 府 ＦⅡ ③ 松　阪 ＧⅢ 第2日 前 橋 ＦⅡ ② ♥千葉 ＦⅠ 第3日 防府ＦⅡ③
（前10:00～後3:00）

前橋ＦⅡ②
（後3:00～後5:00） 佐世保 ＦⅡ ① 松阪 ＧⅢ（オッズ） 第2日

27 月 松　阪 ＧⅢ 第3日 前 橋 ＦⅡ ③ 松阪 ＧⅢ（オッズ） 第3日 前　橋 ＦⅡ 第3日
（後3:00～後5:00） 佐世保 ＦⅡ ②

28 火 松　阪 ＧⅢ 第4日 ♥川崎 ＦⅡ ① 松阪 ＧⅢ（オッズ） 第4日 ♥川崎 ＦⅡ 第1日
（後3:00～後5:00） 佐世保 ＦⅡ ③

29 水 武　雄 ＦⅠ 第1日 ♥川崎 ＦⅡ ② ♥岸和田 ＦⅠ 第1日 高　松 ＦⅠ 第1日 ♥前橋 ＦⅡ ① ♥川崎 ＦⅡ 第2日
（後3:00～後5:00）

30 木 武　雄 ＦⅠ 第2日 ♥川崎 ＦⅡ ③ ♥岸和田 ＦⅠ 第2日 高　松 ＦⅠ 第2日 ♥前橋 ＦⅡ ② ♥川崎 ＦⅡ 第3日
（後3:00～後5:00）

31 金 武　雄 ＦⅠ 第3日 ♥岸和田 ＦⅠ 第3日 高　松 ＦⅠ 第3日 ♥前橋 ＦⅡ ③

番組内容についてのお問い合わせ

0120-344-864
http：//www.speedchannel.co.jp
スピードチャンネルカスタマーセンタースピードチャンネル番組表スピードチャンネル番組表 2017年3月2017年3月

注）1. ♥印は、ガールズケイリンを含む開催です。（20日はガールズケイリンコレクション2017
高松ステージ）

注）2. モーニング競輪の放送時間は前8：30～後3：00です。また、前10：00以降はチャンネ
ルを変更して放送しますのでご注意下さい。

注）3. ナイター競輪の放送時間は後5：00～後9：00です ｡　尚、ナイターは昼間場の中継終了直
後より放送開始となりますので通常、後5：00からの放送が早まる場合もございます。また、
後3：00からのナイターも放送開始が早まる場合がございます。

注）4. ミッドナイト競輪の放送時間は後8：30～後11：45です ｡
注）5. 番組の内容は都合により変更となる場合があります。ご了承下さい。

3 月 の 企 画 番 組

スピードプラスワン 695（前10：00～後5：00） 
SPEEDチャンネルご契約者は追加料金なしでご覧になれます。

3/6（月） 四日市 FⅠ 第3日
（後3：00～後5：00） 3/22（水） いわき平 FⅠ 第1日

（後3：00～後5：00）

3/7（火） 京王閣 FⅡ 第1日
（後3：00～後5：00） 3/23（木） いわき平 FⅠ 第2日

（後3：00～後5：00）

ＫＥＩＲＩＮ　ＹＥＡＲ　ＢＯＯＫ　２０１６
激闘のＧⅠ戦線の舞台裏で男た
ちは何を思い、どう闘ったのか。
そんなトップ選手の知られざる
世界を、２０１６年最優秀選手
に聞く。
初回放送日・時間　３月１０日（金）▲

６９０ch　後１１：３０～▲

６９２ch　後５：００～
第３２回読売新聞社杯全日本選抜競輪　激闘の４日間
レース直後の選手の表情など舞台裏の様子
を交えながら、決勝までの栄光に隠された勝
負のドラマを、さらに深く振り返ります。
初回放送日・時間　３月１日（水）▲

６９０ch　後１１：００～
日本競輪学校卒業記念レースダイジェスト（１１１回生・女子６回生）
３月２２日から２３日にかけて静
岡競輪場で開催される日本競輪学
校１１１回生・女子６回生卒業
記念レースの模様を両日ともダイ
ジェストでお届け。果たして栄光
の卒記チャンプ、卒記クイーンの称号を手にするのは誰
か。いち早く自分だけの注目選手を見つけよう！
第１日　初回放送日・時間　３月２２日（水）▲

６９０ch 後９：００～　

▲

６９２ch 後５：００～
第２日　初回放送日・時間　３月２３日（木）▲

６９０ch 後９：００～　

▲

６９２ch 後５：００～

真券ＧＯＬＤ ＲＵＳＨ！　＃１２（四日市）
タレントの無法松＆近藤
夢、 青山りょう＆春那美
希でペアを組み全国の競
輪場へ赴き 視聴者と車券
勝負するバラエティ。今
回は、タレントペアが１
年間にプールした発掘金額を全額勝負。果たし
て大金を発掘することは出来るのでしょうか!?
初回放送日・時間　３月１１日（土）▲

６９０ch　後９：３０～▲

６９２ch　後５：００～
ＳＦＩＤＡ　‒たゆまぬ挑戦‒　＃１２
自分の力で未来を切り開こうとする期待の若手
や実力派選手たちに密着。いま彼らの心の羅針
盤はどこを指しているのか、その闘い続ける原
点と、挑戦するスピリッツに迫ります。
初回放送日・時間　３月１４日（火）▲

６９０ch　後９：００～▲

６９２ch　後６：３０～
ヤマコウの競輪コージ宴　＃８
ゲスト選手が競輪をひと時忘れ、大いに楽しむ趣
味、食事、旅などをテーマに、山口幸二と普段は
聞けないウルトラ話を展開します。
初回放送日・時間　３月３１日（金）▲

６９０ch　後５：００～▲

６９２ch　後７：００～

吉岡稔真の素晴らしき哉、競輪　＃７２
それぞれの競輪人生には、さまざまなドラマがあ
ります。そんな男たちのホームバンクに吉岡稔真
が訪ねます。
初回放送日・時間
３月２８日（火）▲

６９０ch　後１１：３０～▲

６９２ch　後６：３０～
運だ！飯。　＃１１（高松）
旅は道連れ、世は情け。そんな言葉がピッタリの
漢、玉ちゃんが競輪旅打マニアに贈る、愛と人情
の「玉袋流競輪道」をお楽しみください。
出演：玉袋筋太郎、冨田恵美子
初回放送日・時間
３月１３日（月）▲

６９０ch　後１１：３０～▲

６９２ch　後６：３０～
チェック＆チェック　＃３４２
ウィナーズカップの展開や選手の心理を鋭く分析
するとともに、今後の開催において活躍が期待さ
れる注目選手情報などをお伝えします。
出演：中野浩一、山口幸二
初回放送日・時間
３月２４日（金）▲

６９０ch　後９：３０～▲

６９２ch　後５：００～

ビッグレース開催前
夜にお送りするスペ
シャル展望番組。
放送日・時間
３月１６日（木）～１９日（日）▲

６９０ｃｈ
後９：００～/深０：００～/翌日前９：００～
※モーニング競輪放送時は翌日前９：００～の放送は
ありません。▲

６９１ｃｈ
後８：００～/後１１：００～/翌日前８：００～

「ＧⅠ激闘シリーズ」がＧⅡの舞台にも完全密着。期
待の地元選手や、大会前から好調を維持し優勝候補
となっている選手等にスポットをあて、全力をかけ
て戦う選手たちの姿に迫ります。
初回放送日・時間
３月３０日（木）▲

６９０ｃｈ　後９：００～▲

６９２ｃｈ　後５：００～

第１回ウィナーズカップ
前夜版まるごと展望

GⅡ明日への激闘
第１回ウィナーズカップ

■第１回ウィナーズカップ
（高松・ＧⅡ）関連番組



SPEEDチャンネルのご視聴⽅法
SPEEDチャンネルは、下記のいずれかの⽅法でご視聴いただくことができます。

▶既にCATVにご加⼊の⽅

受付時間 10:00~18:00
（⼟・⽇・祝⽇も受付）携帯もOK0120-344-864

▶スピードチャンネルカスタマーセンター

▶CATVに新規ご加⼊する⽅
お近くのケーブルテレビ局にお問い合わせいただくか、
下記までお問い合わせください。

ケーブルテレビ局にSPEEDチャンネルを加⼊追加した
い旨をお申し出下さい。
※ケーブルテレビ局によって視聴できない場合があります。

▶詳しくはご加⼊のケーブルテレビ局へお問い合わせ
ください。

円に！円に！円に！

コンパクトデザイン／CS対応／
外付けUSBハードディスク録画に対応
チューナーの機能について
詳しく知りたい方は
TZ-HR400P

▼

お申込みは電話一本で簡単！

http://www.speedchannel.co.jp

▶既にスカパー︕にご加⼊の⽅
ご契約しているチャンネル・パック・セットにSPEEDチャンネルを追加
できます。
▶WEBで変更 「Myスカパー !」にログイン後、契約内容を変更

受付時間
10:00~20:00（年中無休）0120-039-888▶お電話で変更

▶スカパー︕にご加⼊する⽅
期間限定キャンペーン実施中︕
下記新規加⼊受付センターへ
お電話でお申し込みください。

▶既にJ:COMにご加⼊の⽅
ご契約のサービスにSPEEDチャンネルを追加できます。
▶WEBで変更

▶WEBでお申し込みの場合
「MY J:COM」にログイン後、
契約内容を変更

受付時間 9:00~18:00（年中無休）
受付時間
9:00~18:00（年中無休）

0120-999-000▶お電話で変更

▶J:COMに新規ご加⼊する⽅
電話番号、郵便番号などからサービスエリアを確認後、その
ままお申し込みができます。

0120-989-989
▶お電話でお申し込みの場合

▶既にひかりTVにご加⼊の⽅
テレビ画⾯からお申し込みください。 ご加⼊についての詳細は、下記ひかりTVへお問い合わせください。
▶ひかりTVカスタマーセンター

上記の電話番号がご利⽤になれない場合

▶ひかりTVホームページ
受付時間
10:00~19:00（年中無休）

携帯電話不可
受付時間
10:00~19:00（年中無休）

009192-144
0120-001144

▶ひかりTVに新規ご加⼊する⽅

0120-555-468
http://www.hikaritv.net/
▶ひかりTV申込受付センター

スカパー！ スピードチャンネル
チューナー等設置工事キャンペーン
スカパー！ スピードチャンネル
チューナー等設置工事キャンペーン
スカパー！ スピードチャンネル
チューナー等設置工事キャンペーン 313131期間

限定
期間
限定
期間
限定
33

スカパー！プレミアムサー
ビスにご加入し、スピード
チャンネルをご契約して
いただける
新規加入者の方

20

2年以上のご契約を前提とさせていただきます。

キャンペーンも実施中︕（ʼ17 3/31登録完了分まで）キャンペーンも実施中︕（ʼ17 3/31登録完了分まで）キャンペーンも実施中︕（ʼ17 3/31登録完了分まで）

421 1,296

1,717
さらに

今なら

 “加⼊料0円” “加⼊料0円”スカパー︕スカパー︕

最初の1ヶ⽉⽬のみ
加⼊料⾦の3,024
円（税込）がかかり
ます。

2017年2017年2017年
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