
通信販売4:20 4:50 早朝テレビショッピング

報道4:50 4:55 ウェザーリポート

ｙａｂ　山口朝日放送　２０２１年７月第３週　番組種別　

放送日 開始時間 終了時間 番組名 番組区分

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

4:55 8:00 グッド！モーニング

報道11:40 12:00 ｙａｂ・ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

9:55 11:40 きらり夏２０２１　第１０３回全国高校野球選手権山口大会

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教育

教養

13:45 15:45 きらり夏２０２１　第１０３回全国高校野球選手権山口大会

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

報道

教養
16:40 18:15 スーパーＪチャンネル

報道

娯楽15:45 16:40 ドラマパーク

報道

報道21:48 21:54 ｙａｂニュース

報道21:54 23:10 報道ステーション

教養
18:15 19:00 Ｊチャンやまぐち

娯楽19:00 21:48 帰れマンデー見っけ隊！！＆１０万円でできるかな　合体３時間ＳＰ

娯楽
23:15 0:15 激レアさんを連れてきた。

娯楽0:15 0:45 ブイ子のバズっちゃいな！

報道23:10 23:15 ウェザーリポート

教養

報道1:15 1:20 ウェザーリポート

その他1:20 1:26 ぷちｙａｂ

教育

娯楽
0:45 1:15 おぎやはぎのハピキャン

通信販売4:20 4:50 早朝テレビショッピング

報道4:50 4:55 ウェザーリポート

通信販売1:26 1:56 深夜テレビショッピング

通信販売1:56 2:26 深夜テレビショッピング

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

4:55 8:00 グッド！モーニング

通信販売10:25 10:55 買物生活

教育10:55 11:20 食彩の王国

教育

教養
9:55 10:25 アサデス。７

7月19日(月)

7月20日(火)



報道11:40 12:00 ｙａｂ・ＡＮＮニュース

報道

教育11:20 11:35 鉄道グルメ旅

その他11:35 11:40 テレビショッピング

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

娯楽13:50 14:45 おみやさん４

教養14:45 15:15 ＬＩＦＥ～夢のカタチ～

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:45 13:50 ぷちｙａｂ

報道

教養
16:40 18:15 スーパーＪチャンネル

教育15:15 15:45 人生の楽園

娯楽15:45 16:40 ドラマパーク

教育

教養

娯楽

19:00 21:48 １万２０００人が選ぶ！　私が感動した金メダルはこれだ！

報道

教養
18:15 19:00 Ｊチャンやまぐち

報道23:10 23:15 ウェザーリポート

娯楽23:15 0:15 ロンドンハーツ

報道21:48 21:54 ｙａｂニュース

報道21:54 23:10 報道ステーション

娯楽
1:10 1:40 おにぎりあたためますか

報道1:40 1:45 ウェザーリポート

娯楽0:15 1:10 相席食堂

教養

通信販売4:20 4:50 早朝テレビショッピング

報道4:50 4:55 ウェザーリポート

通信販売1:45 2:15 深夜テレビショッピング

通信販売2:15 2:45 深夜テレビショッピング

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

4:55 8:00 グッド！モーニング

報道11:40 12:00 ｙａｂ・ＡＮＮニュース

報道

報道

教育

教養

9:55 11:40 きらり夏２０２１　第１０３回全国高校野球選手権山口大会

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教育

教養

13:45 15:45 きらり夏２０２１　第１０３回全国高校野球選手権山口大会

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

報道

教養
16:40 18:15 スーパーＪチャンネル

報道

娯楽15:45 16:40 ドラマパーク

報道

教養
18:15 19:00 Ｊチャンやまぐち

7月20日(火)

7月21日(水)



報道20:54 21:00 ｙａｂニュース

娯楽21:00 21:54 刑事７人

娯楽19:00 20:54 あいつ今何してる？　２時間ＳＰ

娯楽23:15 0:15 お笑い実力刃

娯楽0:15 0:45 霜降りバラエティー

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道23:10 23:15 ウェザーリポート

教養

娯楽
1:15 1:45 ｍｕｓｉｃる　ＴＶ

教養

娯楽
0:45 1:15 アニマルエレジー

通信販売2:20 2:50 深夜テレビショッピング

通信販売4:20 4:50 早朝テレビショッピング

報道1:45 1:50 ウェザーリポート

通信販売1:50 2:20 深夜テレビショッピング

教育

教養

4:55 8:00 グッド！モーニング

報道4:50 4:55 ウェザーリポート

報道

報道

教育

教養

9:55 11:40 きらり夏２０２１　第１０３回全国高校野球選手権山口大会

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

報道11:40 12:00 ｙａｂ・ＡＮＮニュース

報道

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

報道

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

娯楽15:45 16:40 ドラマパーク

報道

教育

教養

13:45 15:45 きらり夏２０２１　第１０３回全国高校野球選手権山口大会

教養
18:15 19:00 Ｊチャンやまぐち

教養

教養
16:40 18:15 スーパーＪチャンネル

報道

報道20:54 21:00 ｙａｂニュース

娯楽21:00 21:54 緊急取調室

娯楽
19:00 20:00 日本人の３割しか知らないこと　くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館

娯楽20:00 20:54 ＩＰ～サイバー捜査班

娯楽23:15 0:15 雨上がり決死隊のトーク番組　アメトーーク！

娯楽0:15 0:45 これ余談なんですけど・・・

報道21:54 23:10 報道ステーション

娯楽23:10 23:15 ハナノサ！

娯楽1:15 1:45 まだアプデしてないの？

報道1:45 1:50 ウェザーリポート

教養

娯楽
0:45 1:15 タモリ倶楽部

通信販売4:20 4:50 早朝テレビショッピング

報道4:50 4:55 ウェザーリポート

通信販売1:50 2:20 深夜テレビショッピング

通信販売2:20 2:50 深夜テレビショッピング

7月21日(水)

7月22日(木)

7月23日(金)



報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

報道

教育

教養

4:55 8:00 グッド！モーニング

報道

教育

教養

10:30 11:42 大下容子ワイド！スクランブル　第１部

その他9:55 10:00 やまぐちしま専科

通信販売10:00 10:30 買物生活

教育

教養

12:00 13:00 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

報道11:42 12:00 ｙａｂ・ＡＮＮニュース

報道

教育13:30 13:45 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:45 13:50 ぷちｙａｂ

教育

教養
13:00 13:30 徹子の部屋

教育15:15 15:45 人生の楽園

娯楽15:45 16:40 ドラマパーク

娯楽13:50 14:45 ７人の女弁護士

教養14:45 15:15 ＬＩＦＥ～夢のカタチ～

報道

教養
18:15 19:00 Ｊチャンやまぐち

報道

教養
16:40 18:15 スーパーＪチャンネル

報道21:48 21:54 ｙａｂニュース

報道21:54 23:10 報道ステーション

報道

教育

教養

19:00 21:48 列島警察捜査網ＴＨＥ追跡　２０２１夏の事件簿

教育

娯楽
0:20 1:15 探偵！ナイトスクープ

報道23:10 23:15 ウェザーリポート

娯楽23:15 0:20 漂着者

娯楽1:45 2:15 Ｂｒｅａｋ　Ｏｕｔ

報道2:15 2:20 ウェザーリポート

報道

教養
1:15 1:45 テレメンタリー

通信販売4:01 4:31 早朝テレビショッピング

通信販売4:31 5:00 早朝テレビショッピング

通信販売2:20 2:50 深夜テレビショッピング

通信販売2:50 3:20 深夜テレビショッピング

教養
5:05 5:35 大ちゃんの釣りに行こう！プラス

娯楽5:35 5:50 ぶらぶら町中華

報道5:00 5:05 ウェザーリポート

教育

教育

教養

娯楽

6:00 8:00 週刊ニュースリーダー

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

報道

報道

教養
9:30 11:00 東京オリンピック

教育

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

7月24日(土)

7月23日(金)



報道

教養
14:30 16:25 東京オリンピック

報道

教養
11:00 14:30 東京オリンピック　柔道　女子４８ｋｇ級　男子６０ｋｇ級　予選　準々決勝

報道

教養
19:00 21:30 東京オリンピック　競泳予選　女子４００ｍリレーほか

報道

教養
16:25 19:00 東京オリンピック　バレーボール　男子予選ラウンド第１戦　日本×ベネズエラ

報道

教養
23:00 2:00 東京五輪プレミアム

報道

教養
21:30 23:00 東京オリンピック

報道2:50 2:55 ウェザーリポート

通信販売2:55 3:25 深夜テレビショッピング

娯楽2:00 2:30 ＲＥ－ＭＡＩＮ

娯楽2:30 2:50 ＮＥＷニューヨーク

通信販売4:46 5:15 早朝テレビショッピング

報道5:15 5:20 ウェザーリポート

通信販売3:25 3:55 深夜テレビショッピング

通信販売4:16 4:46 早朝テレビショッピング

教育

教養

5:50 8:30 サンデーＬＩＶＥ！！

通信販売5:20 5:50 ＴＶショッピング

報道

報道

教養
11:00 14:30 東京オリンピック　柔道　女子５２ｋｇ級　男子６６ｋｇ級　予選　準々決勝

報道

教養
8:30 11:00 東京オリンピック

報道

教養
17:00 19:50 東京オリンピック　柔道　女子５２ｋｇ級　男子６６ｋｇ級　準決勝　決勝ほか

報道

教養
14:30 17:00 東京オリンピック

教養
23:00 2:00 東京五輪プレミアム

報道

教養
19:50 23:00 東京オリンピック　サッカー男子予選第２戦　日本×メキシコ

7月24日(土)

7月25日(日)

通信販売2:25 2:55 深夜テレビショッピング

通信販売2:55 3:25 深夜テレビショッピング

娯楽2:00 2:20 ＮＥＷニューヨーク

報道2:20 2:25 ウェザーリポート

報道


