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生中継と録画放送で全競技を放送するNHK BS1から、
日本人選手の活躍に期待したい注目競技の放送予定をピックアップ！

開会式
６ 後6：00【録】
閉会式
22 後7：00【録】

NHK BS1放送スケジュール
レスリング女子 ㎏ 級・吉田沙保里
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写真
アフロ

ケーブルガイド８月号
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体操・内村航平 写真

サッカー男子（女子は準決勝・決勝のみ放送）
女子 予選リーグ「日本×ブラジル」
９ 前5：20【生】
予選リーグＡ組「イラク×デンマーク」
４ 深0：50【生】 女子 予選リーグ「日本×トルコ」
10 前5：35【生】
予選リーグＡ組「ブラジル×南アフリカ」
４ 深3：50【生】 女子 予選リーグ「日本×オーストラリア」
12 前5：35【生】
予選リーグB組「スウェーデン×コロンビア」
５ 前6：50【生】 女子 予選リーグ「日本×フランス」
14 前5：35【生】
予選リーグB組「スウェーデン×ナイジェリア」 ８ 前6：50【生】 男子 予選リーグ「スペイン×アルゼンチン」
16 前6：50【生】
予選リーグB組「日本×コロンビア」８ 前9：50【生】、後7：00【録】 男子「準決勝」
20 後5：00【録】
予選リーグA組「ブラジル×イラク」
８ 後5：00【録】 女子「決勝」
21 前4：00【録】
予選リーグD組「アルゼンチン×ホンジュラス」 10 深0：50【生】 男子「決勝」
22 前6：50【録】
予選リーグB組「日本×スウェーデン」11 前6：50【生】、後7：00【録】 ７人制ラグビー
予選リーグA組「デンマーク×ブラジル」
11 後5：00【録】 女子
７ 前6：20【録】
８ 前5：30【録】
ほか
16 深3：40【録】 女子
女子「準決勝」
準決勝②
18 前4：00【生】 女子
９ 前8：50【録】
９ 深1：00【生】
準決勝①
18 前6：00【録】 男子
ほか
準決勝
18 後7：00【録】 男子
11 前9：00【録】
12 前7：35【録】
女子「決勝」
20 前5：20【生】 男子
21 後5：00【録】 水球
３位決定戦
決勝
21 後7：00【録】 男子 予選リーグ
７ 前6：20【録】
男子 予選リーグ「日本×ブラジル」
９ 前7：20【生】
バレーボール
女子 予選リーグ「日本×韓国」
６ 後9：20【生】 男子 予選リーグ「日本×オーストラリア」
10 後8：50【生】
女子 予選リーグ「日本×ロシア」
13 前8：20【生】 男子 予選リーグ「日本×ハンガリー」
12 後8：50【生】
15 後3：00【録】
女子 予選「日本×アルゼンチン」※放送の場合あり15 前8：10【生】 男子 予選「日本×セルビア」
21 後1：00【録】
女子「準々決勝」※放送の場合あり
16 後9：20、深1：55【生】 男子「決勝」
女子「準々決勝」※放送の場合あり
17 前6：00【生】 ウエイトリフティング
女子「準々決勝」※放送の場合あり
17 前10：15【生】 女子48キロ級
７ 後1：00【録】
女子53キロ級
７ 深3：25【生】
柔道
９ 後1：00【録】
予選 女子48キロ級、男子60キロ級
６ 後11：20【生】 女子58キロ級、男子62キロ級
決勝 女子48キロ級、男子60キロ級
６ 深3：25【生】 女子63キロ級
10 後1：00【録】
女子48キロ級、男子60キロ級
７ 後9：00【録】 男子105キロ超級
17 前10：50【録】
予選 女子52キロ級、男子66キロ級
７ 後9：55【生】 フェンシング
７ 後1：00【録】
予選 女子57キロ級、男子73キロ級
８ 深2：10【録】 女子エペ
９ 後5：00【録】
決勝 女子57キロ級、男子73キロ級
８ 深3：25【生】 女子サーブル
10 前7：30【録】
予選 女子63キロ級、男子81キロ級
９ 後9：55【生】 男子エペ
11 後3：00【録】
予選 女子78キロ超級、男子100キロ超級
12 後10：20【生】 女子フルーレ、男子サーブル
競泳
テニス
予選 男子400m個人メドレー、女子100mバラフライ、男子400m自由形、 男子シングルス１回戦、女子シングルス１回戦 ７ 後5：00【録】
女子400m個人メドレー、男子100m平泳ぎ
６ 深0：55【生】 男子シングルス１回戦、女子シングルス１回戦 ８ 後9：00【録】
決勝 男子400m個人メドレー、男子400m自由形、
女子400m個人メドレー、 男子シングルス２回戦、女子シングルス２回戦 ９ 後9：00【録】
準決勝 女子100mバラフライ、男子100m平泳ぎ
７ 後7：00【録】 男子シングルス２回戦、女子シングルス３回戦 10 後5：00【録】
予選 女子100m背泳ぎ、男子200m自由形、女子100m平泳ぎ、男子100m
男子シングルス３回戦、女子シングルス「準々決勝」 11 後3：00【録】
背泳ぎ、女子400m自由形、男子400mリレー
「準々決勝」、女子シングルス
「準決勝」、女子ダブ
７ 深0：55【生】 男子シングルス
ルス
「準決勝」、
ミックスダブルス
「準々決勝」 12 後7：00【録】
決勝 男子200m自由形、女子100m背泳ぎ、男子100m背泳ぎ、女
「準決勝」、男子ダブルス
「３位決定戦／決勝」、
ミ
子100m背泳ぎ、
準決勝 女子200m自由形、男子200mバタフラ 男子シングルス
「準決勝」
13 後7：00【録】
イ、女子200m個人メドレー
９ 前9：55【生】 ックスダブルス
決勝 女子200m自由形、男子200mバタフライ、女子200m個人メ 男子シングルス
「３位決定戦」、女子シングルス
「３位決定戦／決勝」
ドレー、男子800mリレー、準決勝 男子100m自由形、女子200m
14 後5：00【録】
バタフライ、男子200m平泳ぎ
10 前9：55【生】、後7：00【録】 男子シングルス
「決勝」
15 後7：00【録】
決勝 男子200m平泳ぎ、女子200mバタフライ、男子100m自由形、 卓球
女子800mリレー、準決勝 女子100m自由形、男子200m背泳ぎ、女
女子シングルス３回戦、男子シングルス３回戦 ８ 後9：55【生】
子200m平泳ぎ、男子200m個人メドレー
11 前9：55【生】 女子シングルス４回戦、男子シングルス４回戦 ９ 後3：00【録】
「準々決勝」
９ 深3：55、10 前8：25【生】
予選 男子50m自由形、女子800m自由形、男子100mバタフライ、 男子シングルス
「準々決勝」
10 後5：00【録】
女子200m背泳ぎ
11 深0：55【生】 女子シングルス
「準決勝」
10 後10：20【生】
決勝 女子200m平泳ぎ、男子200m背泳ぎ、男子200m個人メドレ 女子シングルス
男子シングルス
「準決勝」
11 後9：55【生】
ー、女子100m自由形、準決勝 男子50m自由形、女子200m背泳
13 後1：00【録】
ぎ、男子100mバタフライ
12 前9：55【生】 女子団体１回戦
14 後5：00【録】
予選
（放送種目は未定）
13 前4：20【録】 女子団体「準々決勝」
15 後3：00【録】
10キロマラソン
16 後7：00【録】 男子団体「準々決勝」
男子団体「準決勝」※日本進出のとき
15 深3：00【生】
体操
16 前7：30【生】
男子 予選
７ 前9：40【録】 男子団体「準決勝」※日本進出のとき
16 後7：00【録】
女子 予選
８ 後3：00【録】 男子団体「準決勝」
女子団体「３位決定戦／決勝」
17 後7：00【録】
男子団体 決勝
９ 後7：00【録】
ほか
女子団体 決勝
10 後1：00【録】 バドミントン
男子個人総合 決勝
10 深3：55【生】
ほか
予選 男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブル
女子個人総合 決勝
11 深3：55【生】 ス、混合ダブルス
12 後3：00【録】
種目別決勝 男子つり輪、女子平均台、男子跳馬 15 深1：55【生】
ほか
予選
（放送種目は未定）
12 深1：05【録】
種目別決勝 男子平行棒、女子ゆか、男子鉄棒
17 後1：00【録】 予選 男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブル
GALA
18 後9：00【録】 ス、混合ダブルス
13 後5：00【録】
予選
（放送種目は未定）
14 前4：10【録】
ほか
バスケットボール
15 後1：00【録】
女子 予選リーグ「日本×ベラルーシ」
７ 前7：35【生】 予選 男子シングルス、女子シングルス
「ベスト16」、女子シングルス
「ベスト16」
男子 予選リーグ「中国×アメリカ」
７ 後3：00【録】 男子シングルス
16 前5：25【生】
ほか
女子シングルス
「準々決勝」
17 前5：30【生】
女子ダブルス「準決勝」、女子シングルス「準々決勝」17 後3：00【録】
女子シングルス「準決勝」、女子ダブルス「３位決定戦／決勝」19 後1：00【録】
男子シングルス
「準決勝」、女子シングルス
「３位決定戦／決勝」、
男子ダブルス
「決勝」
19 後8：25【生】
女子シングルス
「３位決定戦／決勝」
20 後1：00【録】
ゴルフ
男子 １日目
12 前7：35【録】
男子 ２日目
13 前4：20【録】
男子 ３日目
13 深1：00【生】
男子 最終日
14 後7：00【生】
女子 1日目
17 深1：10【生】
女子 ２日目
18 深1：10【生】
ほか
女子 ３日目
19 深1：40【生】
女子 最終日
20 後7：00【生】

陸上
男子20km競歩
12 深2：25【生】
予選
（放送種目は未定）
13 前4：20【録】、前11：25【録】
予選 女子100m
13 前10：15【生】
決勝 男子円盤投げ、予選 男子100m、女子3000m障害、女子
400m
13 後9：55【生】
決勝 男子走り幅跳び、男子10000m、女子100m
（準決勝／決勝）
、
14 前7：50【生】
準決勝 男子400m、予選 男子棒高跳び
決勝 男子400m、女子三段跳び、男子100m（準決勝／決勝）、準決勝 女子400m、
女子1500m、予選 男子走り高跳び
15 前8：10【生】、後7：00【録】
決勝 女子3000m障害、女子ハンマー投げ、予選 男子三段跳び、男子3000m
15 後9：20【生】
障害、男子400mハードル、女子400mハードル
決勝 男子棒高跳び、男子800m、女子400mほか 16 後3：00【録】
決勝 男子三段跳び、女子円盤投げ、予選 女子5000m、女子棒高
跳び、男子1500m、男子200m
16 後9：20【生】
決勝 男子走り高跳び、男子110mハードル
（準決勝／決勝）
、女子
1500m、準決勝 男子400ハードル、女子400mハードル、女子200m、
予選 女子やり投げ、女子走り幅跳び
17 前8：30【生】
決勝 女子走り幅跳び、女子200m、女子100mハードル（準決勝／決勝）、
準決勝 男子200m、予選 男子やり投げ
18 前8：10【生】
決勝 男子200mほか
19 後5：00【録】
男子50キロ競歩
20 前4：00【録】
決勝 女子走り高跳び、男子やり投げ、男子1500m、女子800m、男子5000m、
女子1600mリレー、男子1600mリレー 21 前8：30【生】、後9：00【録】
男子マラソン
21 深3：15【録】
トランポリン
女子個人
13 後9：00【録】
男子個人
14 前10：45【録】
レスリング
予選 男子グレコローマン59キロ級、75キロ級 14 後7：00【生】
３位決定戦／決勝 男子グレコローマン59キロ級、75キロ級 14 深3：55【生】
予選 女子48キロ級、58キロ級、69キロ級
17 後9：55【生】
女子48キロ級、58キロ級、69キロ級
18 後1：00【録】
予選 女子53キロ級、63キロ級、75キロ級
18 後9：55【生】
３位決定戦／決勝 女子53キロ級、63キロ級、75キロ級 18 深3：55【生】
女子53キロ級、63キロ級、75キロ級
19 後7：00【録】
３位決定戦／決勝 男子フリースタイル57キロ級、74キロ級 20 前8：10【録】
３位決定戦／決勝 男子フリースタイル65キロ級、97キロ級 21 深0：45【生】
男子フリースタイル65キロ級、97キロ級
22 前6：50【録】
シンクロナイズドスイミング
デュエット フリールーティン予選
15 前7：10【録】
デュエット テクニカルルーティン
16 前4：25【録】
ほか
デュエット フリールーティン
16 深1：55【生】
ほか
チーム テクニカルルーティン
18 深1：10【録】
チーム フリールーティン
20 前8：10【録】
ビーチバレー
女子「決勝」
18 後3：00【録】
男子「決勝」
19 後5：00【録】
新体操
個人総合 予選
20 前8：10【録】
個人総合 決勝
21 前11：00【録】
団体 決勝
21 後10：50【生】
ハンドボール
女子「決勝」
21 後3：00【録】
男子「決勝」
22 前6：50【録】

YUTAKA/アフロスポーツ

【録】
は録画中継
【生】
は生中継、
※放送内容、
日時が変更あるいは放送が中止されることがあります。
ご了承ください。
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