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スポーツとことんお届け！のGAORA SPORTSでは、今年のゴールデンウィークも特別放送を続々編成！全国

のスポーツロスな方々におうち時間を満喫していただけるプログラムをお届けします。さらに5/3(日)放送の全番組

はスカパー！で無料放送いたします。 

 

   
 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、未だ開催の見通しがたたないスポーツ界。スポーツロスな日々を

送っているファンも多いことでしょう。 

1990 年の開局以来 30 年にわたり国内外のトップスポーツをお届けし続けてきた GAORA SPORTS では、これま

で放送してきた名勝負の数々をこんな時だから特別放送！当時の記憶がよみがえる懐かしのあの場面、そしてま

だファンになる前だったこの試合…、おうち時間のお供にお楽しみいただけます！ 

さらに！5/3(日・祝)は「スカパー！無料の日」!!この日は午前4時から深夜3:30まで、スカパー！サービス、スカパ

ー！プレミアムサービスなら全番組が無料でご視聴いただけます！この機会をお見逃しなく!! 
※期間中のおすすめ番組は次頁に一覧で掲載 

※掲載の番組は都合により変更となる場合があります 

 

   
 

   
 

【GAORA SPORTSとは？】 

野球（阪神タイガース・北海道日本ハムファイターズ）をプレーボールからゲームセットまで完全中継！男子世界テ

ニスツアー（ATP）、プロレス・格闘技（全日本プロレス・DRAGON GATE・OZアカデミー・K-1）、モータースポーツ（イ

ンディカー）、バレーボール（男女V.LEAGUE Division1）、バスケットボール（B.LEAGUE）、アメリカンフットボール

（関西学生アメフトDivision1）、ゴルフなど様々なスポーツをお届け。スポーツ満載365日！国内外のスポーツを徹

底的に楽しめるスポーツチャンネルです！ 

 

GWは『GAORA WEEK』!? 

特別放送満載のGAORA SPORTSでおうち時間を満喫しよう!! 

さらに5/3(日・祝)はスカパー！無料の日!! 



 
■おすすめ番組一覧 

日付 開始時間 終了時間 ジャンル 番組名 サブタイトル 番組ページURL

4月29日 あさ7:30 あさ8:30 マリンスポーツ パプアニューギニア・サーフトリップ2020 https://www.gaora.co.jp/marine/2978790

ひる0:00 ひる1:30 ゴルフ
つるやオープンゴルフトーナメント
最終日プレイバック

2002年 谷口徹 逆転劇なるか? https://www.gaora.co.jp/golf/3011930

午後5:30 よる9:00 テニス GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負
2006年マイアミ大会<決勝>R.フェデラー vs I.ルビチッチ
【鍋島昭茂セレクト】

https://www.gaora.co.jp/tennis/3012630

4月30日 午前9:00 午前11:00 バラエティー よしもと新喜劇 祝60周年!大阪人も知らんかった よしもと新喜劇 https://www.gaora.co.jp/yoshimoto/410

午後5:30 よる8:45 阪神タイガース 猛虎伝説
阪神 vs 中日(2003.6.5開催)
初の甲子園10連勝は伊良部日米通算100勝目!

https://www.gaora.co.jp/tigers/1993200

よる9:00 よる10:30 モータースポーツ インディカーiRacingチャレンジ <第5戦>サーキット・オブ・ジ・アメリカズ(2020.4.25開催) https://www.gaora.co.jp/motor/3011190
よる10:30 深夜0:30 プロレス・格闘技 DRAGON GATE 無限大～infinity～ 4.4神戸サンボーホール https://www.gaora.co.jp/wrestling/431050

5月1日 ひる1:30 ひる1:45 DOスポーツ [健康応援プロジェクト #からだのじかん]イエトレ #1 https://www.gaora.co.jp/dosports/3015630

ひる1:45 午後2:00 DOスポーツ
[健康応援プロジェクト #からだのじかん]
自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」

#1 https://www.gaora.co.jp/dosports/3015660

午後2:00 午後5:15 テニス GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負
2013年マイアミ大会<決勝>D.フェレール vs A.マレー
【山本育史セレクト】

https://www.gaora.co.jp/tennis/3012630

午後6:00 よる10:00
北海道日本ハム

ファイターズ
ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～

【プレーオフ編】CSファイナルS第3戦 栗山監督初の日本シリーズへ
(2012.10.19)北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク

https://www.gaora.co.jp/fighters/3011600

よる10:00 深夜1:30 阪神タイガース 猛虎伝説
阪神 vs 中日(2003.7.2開催)
桧山サイクル安打から猛虎史上初の大記録

https://www.gaora.co.jp/tigers/1993200

5月2日 あさ8:00 午前9:00 ゴルフ
2018PGAシニアツアー 第6回トラストグループカップ
佐世保シニアオープンゴルフトーナメント

https://www.gaora.co.jp/golf/2735030

午前9:00 午前10:00 ゴルフ
2019PGAシニアツアー 第7回トラストグループカップ
佐世保シニアオープンゴルフトーナメント

https://www.gaora.co.jp/golf/2917190

午前10:00 午前11:30 ゴルフ つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック 2003年 宮瀬博文 三つどもえの激闘 https://www.gaora.co.jp/golf/3011930
ひる1:30 ひる1:45 DOスポーツ [健康応援プロジェクト #からだのじかん]イエトレ #2 https://www.gaora.co.jp/dosports/3015630

ひる1:45 午後2:00 DOスポーツ
[健康応援プロジェクト #からだのじかん]
おうちでワークアウト ～理想のBODY～

#1　ストレッチが大事だよ https://www.gaora.co.jp/dosports/3019280

午後2:00 午後5:30
北海道日本ハム

ファイターズ
ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～

【プレーオフ編】CSファイナルS第1戦 8番ピッチャー大谷翔平
(2016.10.12)北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク

https://www.gaora.co.jp/fighters/3011600

午後6:00 よる9:15 阪神タイガース 猛虎伝説
阪神 vs 中日(2003.8.2開催)
井川慶 止まらない猛虎のエース

https://www.gaora.co.jp/tigers/1993200

よる9:30 深夜0:00 テニス GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負
2013年モンテカルロ大会<決勝>N.ジョコビッチ vs R.ナダル
【鍋島昭茂セレクト】

https://www.gaora.co.jp/tennis/3012630

5月3日 ひる1:30 ひる1:45 DOスポーツ [健康応援プロジェクト #からだのじかん]イエトレ #3 https://www.gaora.co.jp/dosports/3015630

ひる1:45 午後2:00 DOスポーツ
[健康応援プロジェクト #からだのじかん]
おうちでワークアウト ～理想のBODY～

#2　お尻を鍛える https://www.gaora.co.jp/dosports/3019280

午後2:00 午後5:15
北海道日本ハム

ファイターズ
ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～

【エース対決編】ダルビッシュ有×涌井秀章
(2008.3.27)北海道日本ハム vs 埼玉西武

https://www.gaora.co.jp/fighters/3011600

午後6:00 よる9:20 阪神タイガース 猛虎伝説
阪神 vs 巨人(2003.8.28開催)
41歳広澤克実2打席連発で巨人粉砕!

https://www.gaora.co.jp/tigers/1993200

よる9:30 深夜2:00 テニス GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負
2006年モンテカルロ大会<決勝>R.フェデラー vs R.ナダル
【近藤大生セレクト】

https://www.gaora.co.jp/tennis/3012630

5月4日 午前11:30 ひる1:00 ゴルフ つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック 2004年 B.ジョーンズ 「つるや伝説」の幕開け https://www.gaora.co.jp/golf/3011930

ひる1:30 ひる1:45 バラエティー
[健康応援プロジェクト #からだのじかん]
シモ’Sキッチン！

#1 https://www.gaora.co.jp/yoshimoto/3019990

ひる1:45 午後2:00 DOスポーツ
[健康応援プロジェクト #からだのじかん]
自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」

#2 https://www.gaora.co.jp/dosports/3015660

よる9:00 よる11:00 テニス
日本のテニスロスファンに送る！
男子テニスATPツアー特別番組

マドリード編 https://www.gaora.co.jp/tennis/2995710

5月5日 午後5:30 午後5:45 DOスポーツ
[健康応援プロジェクト #からだのじかん]
宮原健斗のトレーニング最高ですか!?

#1 https://www.gaora.co.jp/dosports/3020120

午後5:45 午後6:00 DOスポーツ
[健康応援プロジェクト #からだのじかん]
自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」

#3 https://www.gaora.co.jp/dosports/3015660

よる9:00 よる10:30 テニス GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負
2004年マイアミ大会<3回戦>R.フェデラー vs R.ナダル
【佐藤武文セレクト】

https://www.gaora.co.jp/tennis/3012630

5月6日 午前11:00 午後4:00 バレーボール 2019黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 ～女子決勝・男子決勝～(2019.5.6丸善インテックアリーナ大阪) https://www.gaora.co.jp/volleyball/2806581
午後5:30 午後5:45 DOスポーツ [健康応援プロジェクト #からだのじかん]イエトレ #4 https://www.gaora.co.jp/dosports/3015630

午後5:45 午後6:00 DOスポーツ
[健康応援プロジェクト #からだのじかん]
自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」

#4 https://www.gaora.co.jp/dosports/3015660
 

そのほかにもおすすめ番組を多数ラインアップ！詳しくは GAORA SPORTS ホームページまで！ https://www.gaora.co.jp/ 


