
（２０２０年１２月２４日現在）

 2021年度 グリーンチャンネル番組について【基本番組表の変更】

https://www.greenchannel.jp/program/special-eikounomeiba.html

※その他の番組に関しましては、グリーンチャンネルホームページ内の各番組ページにてご確認ください。

https://www.greenchannel.jp/

https://www.greenchannel.jp/program/midorinomakibao.html

グリーンチャンネルホームページ

2021年1月より、グリーンチャンネルの(基本）番組表が一部変更となります。
※(月)～(木)の12時～16時は有料放送の時間帯となります。

(1)『みどりのマキバオー』放送スタート！

あの感動の名作がグリーンチャンネルで蘇る！！
名馬の血を引くサラブレッドでありながら、ロバのように小柄で珍妙な見た目をした馬、ミドリマキバオー。
競走馬デビューすることさえ危ぶまれたマキバオーだが、「白い奇跡」として日本競馬界に名を轟かせる存在になっていく。
そして、マキバオーは永遠のライバルであり同い年のスーパーホース・カスケードを超えるため、今日も大観衆のレーストラック
を駆ける！

初回放送 １月１８日（月）１２：３０～１３：００

(2)番組の放送時間変更について (視聴・録画等の際にご注意ください。）
①『水曜馬スぺ！』

名馬や競馬に関わる人の特集や、旅打ちなどジャンルは様々。競馬ファンにお送りするスペシャルな1時間！

毎週（水）２３：００～２４：００ 初回放送

※2021年1月放送予定「水曜馬スペ！レトロな馬ポスターの世界」

②『栄光の名馬たちセレクション』

名馬のデビューから引退までのレースを一挙に放送！懐かしい馬から最近ターフを去った馬まで、どれも見ごたえ十分
でお届けします。

毎週（月）（火）（水）１４：００～１５：００ 放送

毎週（木） １２：００～１３：００、１３：００～１４：００、１４：００～１５：００ 放送



7:00 ★ がんばる！畜産！4 がんばる！畜産！4 がんばる！畜産！4 がんばる！畜産！4 がんばる！畜産！4 (引き続き)

7:30 がんばる！畜産！3 がんばる！畜産！3 がんばる！畜産！3 がんばる！畜産！3 がんばる！畜産！3 トラックマンＴＶ 日曜レース展望
KEIBAコンシェルジュ

8:00 がんばる！畜産！2 がんばる！畜産！2 がんばる！畜産！2 がんばる！畜産！2 がんばる！畜産！2

8:30 がんばる！畜産！ がんばる！畜産！ がんばる！畜産！ がんばる！畜産！ がんばる！畜産！

9:00 淑子の見た北の大地 中央競馬 中央競馬
全レース中継 全レース中継

9:30 （土・午前） （日・午前）

10:00

10:30 ★ パドック中継※ パドック中継※
（土・午前） （日・午前）

11:00

11:30

12:00 競馬場の達人 重賞メモリアル
（前週の再放送）

12:30 ★ みどりのマキバオー みどりのマキバオー

13:00 重賞メモリアル 今週の調教 中央競馬 中央競馬
全レース中継 全レース中継

13:30 （土・午後） （日・午後）

14:00 水曜馬スペ
14:15 (特番 他)
14:30 パドック中継※ パドック中継※
14:45 （土・午後） （日・午後）
15:00

15:15

15:30 馬産地通信
15:45

16:00 月曜馬劇場 馬産地通信 ケイバどーも！ ザ・パトロールビデオ 重賞メモリアル
16:15 （場別）
16:30 競馬場の達人 月曜馬劇場
16:45

17:00 競馬年鑑 競馬年鑑 競馬年鑑 今週の調教 ★

17:15

17:30 ★ アタック！地方競馬
17:45

18:00 馬術番組 馬術番組 馬術番組 ★ 今日のレースリプレイ

18:15 (Green healing) (Green healing) (Green healing) （土曜）
18:30 ★ 今日のレースリプレイ

18:45 （日曜）
19:00 ★ 先週のレースリプレイ ★ ザ・パトロールビデオ 先週の結果分析 重賞メモリアル ★ トラックマンTV
19:15 （場別） （場別）
19:30 ★ 日曜レース展望
19:45 KEIBAコンシェルジュ
20:00 ケイバどーも！ 先週の結果分析 水曜馬スペ
20:15 (特番 他)
20:30 ★

20:45 （土曜開催分）
21:00 ★ ★ Ｍ’ｓ　TV ★ ★ 栄光の名馬たち
21:15 （日曜開催分）
21:30 月曜馬劇場 ★

21:45

22:00 ★ 先週の結果分析 ★ ケイバどーも！ ★ 今日の調教 ★ 今週の調教 ★ 競馬場の達人
22:15

22:30 みどりのマキバオー 月曜馬劇場 ★ 馬産地通信
22:45

23:00 ★ 月曜馬劇場 先週の結果分析 ★ 水曜馬スペ ★ Ｍ’ｓ　TV ★ 重賞メモリアル
23:15

23:30 競馬場の達人 トラックマンＴＶ 日曜レース展望
23:45 KEIBAコンシェルジュ
24:00 重賞メモリアル 水曜馬スペ 今日の調教 月曜馬劇場 今日のレースリプレイ

24:15 (特番 他) （日曜）
24:30 先週の結果分析
24:45

25:00 先週の結果分析 ケイバどーも！ 今週の調教 今週の調教 アタック！地方競馬
25:15

25:30 ケイバどーも！ 今日のレースリプレイ 競馬場の達人
25:45 （土曜）
26:00 （26:00終了） （26:00終了） ★ 今週のレースリプレイ

26:15 （場別）
26:30 今日の調教
26:45

27:00 （27:00終了） トラックマンＴＶ
27:15

27:30 日曜レース展望
27:45 KEIBAコンシェルジュ
28:00 先週のレースリプレイ

28:15 （場別）
28:30

28:45 （土曜開催分）
5:00 （29:00終了）

（日曜開催分）
5:30

6:00

6:30

※詳しくは週間番組表をご覧ください。

グリーンチャンネル傑作選 グリーンチャンネル傑作選

2021年度 グリーンチャンネル基本番組表
【2021年1月～】

月 火 水 木 金

さがしてみませんか

Life with horses ホースアカデミー

草野仁のGate J.プラス草野仁のGate J.プラス

土 日

ＶＡＮで勝ち馬
トレセンまるごと情報局

岡部幸雄の 新・馬学講座

グリーンチャンネル傑作選 グリーンチャンネル傑作選 グリーンチャンネル傑作選

ホースアカデミー Life with horses

新・馬学講座 岡部幸雄の 新・馬学講座 Green healing淑子の見た北の大地

ホースアカデミー
馬事文化財団 Presents 馬事文化財団 Presents 馬事文化財団 Presents 馬事文化財団 Presents トレセンまるごと情報局

競馬場の達人セレクション 参考レース＆重賞調教VTR

グリーンサイエンスアワー グリーンサイエンスアワー グリーンサイエンスアワー グリーンサイエンスアワー

ＶＡＮで勝ち馬

参考レース＆重賞調教VTR

競馬場の達人セレクション

みどりのマキバオー 草野仁のGate J.プラス 栄光の名馬たちセレクション

月曜馬劇場(アーカイブ） 月曜馬劇場(アーカイブ）

ＶＡＮで勝ち馬

「悠久の馬」 「悠久の馬」 「悠久の馬」 「悠久の馬」

トレセンまるごと情報局

トレセンまるごと情報局

栄光の名馬たちセレクション 栄光の名馬たちセレクション 栄光の名馬たちセレクション

みどりのマキバオー

競馬ワンダラーシリーズ 競馬ワンダラーシリーズ 栄光の名馬たちセレクション

栄光の名馬たちセレクション

月曜馬劇場(アーカイブ）

グリーンチャンネル

草野仁のGate J.プラス

Ｍ’ｓ　TV

草野仁のGate J.プラス

競馬場の達人セレクション

トレセンまるごと情報局

https://www.greenchannel.jp/weekly-timetable.html

トレセンまるごと情報局 ＶＡＮで勝ち馬

※「中央競馬パドック中継」は3場開催のみ。（BSでの放送はございません。）

馬産地通信

さがしてみませんか

さがしてみませんか

さがしてみませんか 地方競馬中継

★：初回放送

参考レース＆重賞調教VTR

(網掛け)時間帯：無料放送 (BS放送に限り、当分の間「中央競馬全レース中継」は無料放送といたします。）

参考レース＆重賞調教VTR

トレセンまるごと情報局

Green healing Green healing Green healing 競馬場の達人


