
2019/10/11

グリーンチャンネル

記

17:00 ★ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか#44 17:00 ジェイエス繁殖馬セール大解剖SP！2019
［生］

17:30 ★アタック！地方競馬#28 17:30 ★アタック！地方競馬#28

18:00 ★今日のレースリプレイ#559 18:00 ★今日のレースリプレイ#559
（土曜） （土曜）

＊京都→フィラー

19:00 うまのこTIM2019#1
[新]

19:30 ★日曜レース展望KEIBAコンシェルジュ#643 19:30 [字]競馬場の達人#442
［生］ （栗山求）

20:00 水曜馬スペ！秋競馬展望ＫＥＩＢＡコンシェルジュ
（～秋のオッズ・マスターズ・グランプリ特別編～）

21:00 ★参考レース＆重賞調教VTR#559 21:00 ★参考レース＆重賞調教VTR#559
（日曜開催分） （日曜開催分）

23:00 ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか#44 23:00 [字]草野仁のGate J.プラス#137
［再］ （さだまさし 前編）

23:30 日曜レース展望KEIBAコンシェルジュ#643 23:30 [字]競馬場の達人#442
［再］ （栗山求）

24:00 水曜馬スペ！秋競馬展望ＫＥＩＢＡコンシェルジュ
（～秋のオッズ・マスターズ・グランプリ特別編～）

25:00 アタック！地方競馬#28 25:00 アタック！地方競馬#28

25:30 今日のレースリプレイ#559 25:30 今日のレースリプレイ#559
（土曜） （土曜）

＊京都→フィラー

26:30 [字]草野仁のGate J.プラス#137
（さだまさし 前編）

27:00 ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか#44 27:00 [字]競馬場の達人#442
［再］ （栗山求）

27:30 日曜レース展望KEIBAコンシェルジュ#643 27:30 水曜馬スペ！秋競馬展望ＫＥＩＢＡコンシェルジュ
［再］ （～秋のオッズ・マスターズ・グランプリ特別編～）

28:30 アタック！地方競馬#28

10月12日（土）・13日（日）の東京競馬中止に伴う編成変更について

10月12日（土）・13日（日）の東京競馬中止、15日（火）・21日（月）の代替競馬開催に伴い、
下記の通り編成を変更いたします。
一部レギュラー番組（VANで勝ち馬さがしてみませんか、KEIBAコンシェルジュ）につきましては、
出演者及びスタッフの安全を確保するため放送中止とさせて頂きます。

変更前 変更後
10月12日（土）



5:00 参考レース＆重賞調教VTR#559 5:00 参考レース＆重賞調教VTR#559
（日曜開催分） （日曜開催分）

7:00 ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか#44 7:00 うまのこTIM2019#1
［再］ [新]

7:30 日曜レース展望KEIBAコンシェルジュ#643 7:30 [字]草野仁のGate J.プラス#137
［再］ （さだまさし 前編）

8:00 水曜馬スペ！秋競馬展望ＫＥＩＢＡコンシェルジュ
（～秋のオッズ・マスターズ・グランプリ特別編～）

17:00 ★ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか#45 17:00 ★ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか#45
［生］ ［生］

17:30 ジェイエス繁殖馬セール大解剖SP！2019 17:30 ジェイエス繁殖馬セール大解剖SP！2019

18:00 ★今日のレースリプレイ#559 18:00 ★今日のレースリプレイ#559
（日曜） （日曜）

＊京都→フィラー

19:00 ＶＡＮで勝ち馬さがしてみませんか#45
［再］

25:30 今日のレースリプレイ#559 25:30 今日のレースリプレイ#559
（日曜） （日曜）

＊京都→フィラー

26:30 Ｍ’ｓ　TV　南部杯 2019直前SP

20:00 ★先週のレースリプレイ#559 20:00 ★参考レース#559
（場別） （火曜開催分）

20:30 ★今週のレースリプレイ#559
（場別）
＊東京　（月）
　　↓
　京都　（土→日→月）

22:30 参考レース#559
（火曜開催分）

25:00 栄光の名馬たち#355 25:00 栄光の名馬たち#355
［字］（ミッキーロケット） ［字］（ミッキーロケット）

（26:30終了） 26:00 参考レース#559
（火曜開催分）
（26:30終了）

10月14日（月）

10月13日（日）



9:00 ［無］草野仁のGate J.プラス#137 9:00 ［無］参考レース#559
［字］(さだまさし　前編） （火曜開催分）

9:30 ［無］グリーンチャンネル傑作選#48 9:30 ［無］中央競馬全レース中継#429
［字］（淑子の見た北の大地2018夏） ［生］（火・午前）

10:30 ［無］Green healing

11:00 ［無］新・馬学講座ホースアカデミー#59
[字]

11:30 ［無］競馬ワンダラー2#7,8
［字］

12:30 ［無］栄光の名馬たちセレクション#330
［字］（トーホウジャッカル）

13:00 ［無］中央競馬全レース中継#429
［生］（火・午後）

13:30 ［無］徹底リサーチ！平成競走馬進化論#1
［字］

14:00 ［無］Green healing

14:30 ［無］グリーンサイエンスアワー#14
［字］

15:00 ［無］馬事文化財団 Presents 「悠久の馬」#13
［字］

15:30 ［無］淑子の見た北の大地#5
［字］

16:00 馬産地通信#175

16:30 ［字］うまのこTIM2019#2

＊7:00～17:00は無料放送です

17:00 ［字］競馬年鑑#154 17:00 ［字］競馬年鑑#154
（平成23年Ｐａｒｔ2） （平成23年Ｐａｒｔ2）

18:00 世界馬術選手権ハイライト　～レイニング～ 18:00 今日のレースリプレイ#559
（火曜）

18:30 Green healing 18:30 ［字］うまのこTIM2019#2

19:00 ★ザ・パトロールビデオ#559 19:00 ★先週のレースリプレイ#559
（場別） （場別）

＊　東京（月→火）
　　↓
　　京都（土→日→月）

22:00 ★ケイバどーも！#41 22:00 ★ケイバどーも！#41

23:00 ★先週の結果分析#557 23:00 ★ザ・パトロールビデオ#559
（場別）
＊　東京（月→火）
　　↓

24:00 [字]重賞メモリアル#670 　　京都（土→日→月）

25:00 ケイバどーも！#41

26:00 先週の結果分析#557 26:00 ケイバどーも！#41

（27:00終了） （27:00終了）

10月15日（火）



11:30 ［無］競馬ワンダラー2#9,10 11:30 ［無］競馬ワンダラー2#7,8
［字］ ［字］

12:30 ［無］栄光の名馬たちセレクション#155 12:30 ［無］競馬ワンダラー2#9,10
［字］（エアシャカール） ［字］

13:30 ［無］徹底リサーチ！平成競走馬進化論#2 13:30 ［無］徹底リサーチ！平成競走馬進化論#1
［字］ ［字］

14:00 ［無］Green healing 14:00 ［無］徹底リサーチ！平成競走馬進化論#2
［字］

18:30 先週の結果分析#557 18:30 ★先週の結果分析#557

10月16日（水）


