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第97回 全国高校野球選手権 岐阜大会 放送スケジュール第97回 全国高校野球選手権 岐阜大会 放送スケジュール

長良川球場 第1～3試合（3回戦）
8:45～17:00

長良川球場 第1～3試合（3回戦）
18:00～27:00

各務原市民球場 第1～3試合（2回戦）再放送
（11日試合） 9:00～17:00

関市民球場 第1・2試合（2回戦）再放送
（11日試合） 18:00～24:00

生
中
継

再
放
送

再
放
送

■7月12日（日）■7月12日（日）

長良川球場 第1～3試合（3回戦）
8:45～17:00

長良川球場 第1～3試合（3回戦）
18:00～27:00

大垣北球場 第1～3試合（3回戦）
8:45～17:00

大垣北球場 第1～3試合（3回戦）
18:00～27:00

生
中
継

再
放
送

再
放
送

生
中
継

再
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送

再
放
送

■7月18日（土）■7月18日（土）

大垣北球場
第1～3試合（4回戦）
18:00～27:00

長良川球場
第1～3試合（4回戦）
18:00～27:00

大垣北球場
第1～3試合（4回戦）
8:45～17:00

録

　画

録

　画

生
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送

再
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■7月19日（日）■7月19日（日）

長良川球場 第1・2試合（準々決勝）
19:00～25:00

長良川球場 第1・2試合（準々決勝）
19:00～25:00

録

　画

録

　画

録

　画

録

　画

■7月20日（月） ■7月21日（火）■7月20日（月） ■7月21日（火）

長良川球場 第1・2試合（準決勝）
19:00～25:00

長良川球場（決勝）
19:00～22:00

録

　画

録

　画

録

　画

録

　画

■7月23日（木） ■7月24日（金）■7月23日（木） ■7月24日（金）

※天候により、放送日程を変更する場合があります。

チャンネル長良川 おすすめ番組 2015 7July

今年は、長良川球場 全24試合放送！
たっぷり見せます！高校野球！

　今年度より出場する高山西を含めた68校が、数々
のドラマを演じ、一枚の甲子園切符を手に入れる球児
たちの奮闘ぶりに、大いに期待したい。
　創立110周年の春、選抜出場を果たした県岐阜商
が、大本命。甲子園ベスト8の原動力、エース高橋純平
は、最速152キロを誇る本格派右腕。ストレート、カー
ブ、2種類のスライダーと球速差40キロのチェンジ
アップを投げ分け、連投が待つ夏を見据えて、打たせ
て取る省エネ投球術を身に付け、ここまで順調に成長
を続けている。優勝候補一番手として、夏に向けては、
堅実な守備と機動力の更なる強化が課題となる。

　春季県大会優勝の中京は、橋本哲也（前NTT西日本監督）新監督のもと、投
打のバランスに地力を感じさせ、他校を一歩抜き出ている。特に打撃のキーマ
ンとしての、今井順之助選手。高橋同様、ドラフト有力候補選手の一人として、
チームを引っ張る。夏に向けては、東海大会の至学館（愛知）戦が参考になる
が、橋本イズムが浸透して来ており、下位打線の繋がりや、投手の継投策が13
年ぶり6回目（2002年）甲子園出場へのカギを握る。
　東海大会に秋春連続出場の土岐商業。安定した戦い方は工藤監督の手腕。
長短打での集中打は、「執念ある粘強い土岐商野球」の健在、一冬超えたチーム
の成長が見られた。（昨秋の静岡戦［準々決勝戦］コールドと完敗したが、今春
は一点差負け）しかし、投手の数は豊富だが、勝野投手を軸に、投手育成が夏ま
での課題。継投策も踏まえ、整備が必要。

解説：岐阜大学
硬式野球部監督

福井 雅一 さん

シード校を中心に、激戦予想。 純平×順之助対決！
　ダークホースは岐阜総合学園。昨年夏のベスト４、秋の県大会優勝は、自信
に繋がっている。それは、野村監督のチーム内での意識改革。一球への集中力
を養い、コミニュケーションを大切にし、走塁と連携に時間を費やす。攻撃で
は、４番打者の嵐、春の高校野球フェアでは、報徳学園（兵庫）から本塁打を打
ち、2本塁打と活躍。エースの西脇も復調し、他校からも脅威となる。
　地域別では、中濃地区は、関商工。北川監督の元、長年に亘り指導させた洞
口新監督。経験豊富で、選手たちにチャンスを与えている。新たな旋風を巻き起
こしてほしい。工業大会優勝の高山工業、新参加校の高山西にも期待したい。
　東濃地区は、両手投げ(スイッチピッチャー)で注目されている赤塚瑞樹投手
を擁する麗澤瑞浪。粘り強い多治見や、「のびのび野球」をさせる土岐紅陵の杉
原新監督の手腕にも期待したい。
　西濃地区は、3連覇を目指す大垣日大。坂口監督が目指すバッテリーを中心
とした堅い守りの野球が出来るかがポイント。少ないチャンスを、確実に得点に
結び付ける足攻は、夏も期待できる。
　名物監督の対決も見逃せない。海津明誠の岩橋監督は試合巧者。名将川本
監督の大垣南や、福島監督の後、智将小牧監督率いる大垣西も虎視眈々と甲
子園を狙っている。
　岐阜地区は、今春ベスト４の岐阜工業。磯川、堤のバッテリーは、チームに覇
気を与えてくれる。甲子園も夢ではない。そして、市岐阜商。期待されながら結
果が出ないイライラ感はあるが、夏に向けてチーム一丸となって戦ってほしい。
久しぶりの県大会出場で勢いに乗る岐山の健闘も楽しみ。
　どの高校からも目が離せない。

開会式 23:00～24:00 長良川球場 第1・2試合（1回戦）
17:00～23:00
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■7月4日（土）■7月4日（土）

各務原市民球場 第1試合（1回戦）
13:30～17:00

各務原市民球場 第1試合（1回戦）
19:00～22:00

生
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再
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送

再
放
送

長良川球場 第1～3試合（2回戦）
8:45～17:00

長良川球場 第1～3試合（2回戦）
18:00～27:00

関市民球場 第1・2試合（2回戦）
※チャンネル長良川11サブ（112ch）18:00～24:00

各務原市民球場 第1～3試合（2回戦）
8:45～17:00

生
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継

生
中
継

録

　画

録

　画

再
放
送

再
放
送

■7月5日（日）■7月5日（日）

関市民球場 第1・2試合（2回戦）再放送
（5日試合）18:00～24:00

各務原市民球場 第1～3試合（2回戦）再放送
（5日試合） 18:00～26:00

■7月6日（月）■7月6日（月）

長良川球場 第1～3試合（2回戦）
8:45～17:00

長良川球場 第1～3試合（2回戦）
18:00～27:00

関市民球場 第1・2試合（2回戦）
18:00～24:00

各務原市民球場 第1～3試合（2回戦）
8:45～17:00

生
中
継
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■7月11日（土）■7月11日（土）

組み合わせ抽選会
14:00～16:00

組み合わせ抽選会
19:00～21:00

生
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再
放
送

再
放
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■6月20日（土）■6月20日（土）



… 新番組 … 生放送新 生 … 特別番組特

長良川情報局土曜更新
（45分）

（毎日）7：00、13：00 （火）～（日）23：0012ch

都合により、番組の内容、日時が変更あるいは放送が中止されることが
あります。あらかじめご了承ください。最新情報はＥＰＧ（電子番組表）
もしくは番組ホームページでご案内します。

チャンネル長良川では、皆さまからの情報提供や番組へのお
たより・ご感想をお待ちしています。お気軽にお寄せください。

エリアトピックス平日毎日更新
（10分）

（月）～（金）6：45、11：45、20：4512ch

エリアトピックス総集編土日放送
（60分）

（土）（日）8：00、12：00、18：0012ch

チャンネル
長良川の
ＨＰはこちら

ぎふの旬な話題をお届けす
る情報バラエティー番組。
オススメのお店や人気ス
ポット、活躍している人など
を紹介しています。視聴者
参加型コーナーもあり、あ
なたの知り合いが出演して
いるかも！？じもと愛満載の
４５分間、お楽しみください！

地域のお祭りやイベントをはじめ、展示会や学校行事など地域
の話題を毎日お届けするニュース番組です。皆様の情報提供
もお待ちしています！

月２回更新
（120分） ＣＣＮスペシャル （土）16：00 （日）10：00 （水）14：00

生

金９（ＫＩＮＫＵ）生放送
（30分）

31日（金）21：00～12ch

金曜日の「そわそわ」する気持ち
を共有するトーク番組です。み
なさんからのメッセージも番組
内で紹介しますよ。サックス奏
者の粥川なつ紀が番組を楽しく
エスコートします。「金曜の夜は
地元の話でドキドキしましょ」

（月）19：00  （土）24：00 （15分）12ch

「エリアトピックス」で1週間取り上げた話題を一挙にまとめてお届けします。

岐阜美少女図鑑とは「岐阜の街に美少女を増やそう」という宣言のもとに作られる街のリアルな写真集です。
内容は、岐阜在住の「普通の女の子たち」をモデルに、岐阜に住む人なら誰でも見覚えのある「街並み」をロケー
ションとして撮影するファッション誌。今回でなんと１３号となります。制作の裏側を密着取材。雑誌では伝わら
ないモデルの表情と声をお伝えします。

岐阜美少女図鑑＋ＴＶ

金曜更新
（120分）

（金）14：0012ch

ハリウッド映画の黄金期の
「不朽の名作」から「歴史的
傑作」まで、希少性の高い
日本語吹き替え版でお送り
します。
10日 椿姫 
17日 リオ・グランデの砦
24日 三十四丁目の奇跡
31日 オール・ザ・キングスメン

CCN金曜洋画劇場

4/12（日）に長良川国際会議場で行われ
た、ながら児童合唱団の定期演奏会の模
様をお送りします。今回で13回目を迎え
る演奏会。全4部のプログラムをお楽しみ
ください。恒例のミュージカルは「うらしま
太郎の鬼たいじ」。踊りだしたくなるよう
なリズミカルな合唱をお楽しみください。

ながら児童合唱団 第13回定期演奏会
7/18（土）～7/29（水）12ch

満天！ゆるりと下呂１日更新
（15分）

(土）22:3012ch

日本三名泉の下呂温泉。ゆるりと心から温
まる宿の紹介や旅人をもてなす料理を毎
月紹介します。今回は、豊かな自然に囲ま
れた高台の宿『下呂観光ホテル 本館・しょ
うげつ』を紹介します。番組では宿泊で使
用できる１万円の旅行券をプレゼントして
います。ぜひご応募ください。

金曜 生放送
（120分）

（金）17:0012ch

視聴者の皆様とのコ
ミュニケーション生放
送！あなたの今、聞
きたい！リクエストに
お応えしていきます！
もちろん、今日あっ
た出来事など、メッ
セージだけでもOK！

まいどっ！おかえりリクエスト
生

オトナはミナイデ！不定期更新
（30分）

（土）25:0012ch

２０歳までの女子が
集まり繰り広げる「女
子会トーク」だから・・
オトナはみないでほ
しいな～

ちびっこぱぁく1日更新
（15分）

（日）17：3012ch

シーシーエヌエリア内の幼
稚園・保育園に通う元気な
ちびっこを紹介する番組。
子どもたちが楽しく遊ぶ様
子や給食の様子を番組ナ
ビゲーターのぶぅびーが紹
介します。
今月の紹介園……笠松双葉幼稚園（笠松町）

学校☆天国16日更新
（15分）

（月）18：0012ch

シーシーエヌエリア内にあ
る学校を紹介する１５分番
組。その学校に通う児童・
生徒自らが、自分たちの学
校の魅力を伝えます。

7月1日～15日…関市立上之保中学校
7月16日～31日…岐阜市立島小学校



チャンネル長良川 おすすめ番組 … 新番組 … 生放送新 生 … 特別番組特

ようこそ花＊花ライフ1日更新
（15分）

（土）6：45 （月）10：3012ch

初心者から本格派まで楽し
めるガーデニング番組で
す。視聴者のみなさんと一
緒にお花を育てながら、コ
ツやポイント、楽しさをお伝
えします。今回の「教えて
まりえ先生」は、夏越しの寄
せ植えについてご紹介。また「花花たいむ」では、暑さに強
い植物紹介などなど草花に関する情報をお送りいたします。

ジモテンリターンズ1日更新
（30分）

（金）11:0012ch

長良川情報局の人気
コーナー、じもとのお店
を紹介する「ジモテン！」
をギュギュッとまとめて
放送します。今月のお
店は、岐阜市の「インド
カレー バングラディシュ料理 VAN DO BEE（バンドゥビィ）」、瑞
穂市の「洋風菜食 あんず園」、岐南町の「唐揚げの達人」、岐阜市
の「Bistro BUBU（ビストロブブ）」の4店舗を紹介します。

終戦70年 それぞれが見た戦争25分

（木）14：30、（日）25：3012ch

これは7月のヒストリーチャンネルでお届けする特集「終戦
70年 それぞれが見た戦争」をより深く理解していただける
よう制作された特別番組です。7月のテーマはカメラ。第
二次世界大戦でカメラは何をとらえたのでしょうか。

ぎふっciao！1日更新
（15分）

（月）19：15　（木）12：0012ch

岐阜市の広報番組。
町の情報をたっぷり
お届けします。7月
は「岐阜市の夏を味
わっciao!」。

月２回更新
（15分）

（土）11：3012ch

江戸時代、春先は
伊勢参りの季節、大
勢の人々が伊勢へ
と押し寄せました。
そのしかけを作った
のが伊勢信仰を全
国に広げて回った
「御師」とよばれる人たちです。そんな伊勢の魅力と歴史
をお届けします。

伊勢 美し国から

恋舞妓の京都慕情月2回更新
（30分）

（土）22:0012ch

舞妓の茉利佳、佳つ扇
が、自分たちが好きな
京都、ちょっと気にな
る京都、全く知らなかっ
た京都、一度行ってみ
たかった京都など、四
季折々、様々な京都を
訪ねます。伝統的な観光地や行事はもちろん、最新流行スポッ
トやショップ、スイーツなど、京都の魅力が堪能できます。

タカととみ～のそれいけ爆釣中！1日更新
（30分）

（日）6:3012ch

【それいけ爆釣
中！ vol.27】男
のロマンを求め
て…３年間あた
ためてきた企画
がついに実現す
る！番組史上もっ
とも地味で、滑稽で、盛り上がらない釣り。果たして見せ
場はあるのか！？お楽しみに。

TOYOTA インフォメーションfile不定期更新
（15分）

（金）22:4512ch

トヨタ自動車広報
部の全面協力で
新車などのクル
マ情報はもちろ
ん、社会貢献イ
ベント、運動部の
情報までトヨタに
関する情報が満載です。

いきものてれび1日更新
（15分）

（月）8：30 （木）16：3012ch

今回の「いきものて
れび」は、クマさん特
集！「クマさん」とい
えば…？大きくって、
茶色くって…。いえ
いえ、小さいクマさ
んもいるし、茶色くない「あの子たち」も、クマさんの仲
間！近くに行って仲良くすることはちょっと難しそうだけ
ど、もんちーは、大丈夫？！お楽しみに～♪

漫才大行進 ゲロゲーロ！毎週更新
（30分）

（日）21：0012ch

「浅草・東洋館」で行われる漫
才のステージをお届け！青空球
児・好児やおぼん・こぼんな
どの師匠たちから、ナイツ、U
字工事などの人気漫才コンビ
まで、漫才協会所属芸人の爆
笑ネタを毎週3～4組放送し
ます。

あいラブせんりゅう1日更新
（30分）

（土）21:0012ch

視聴者投稿型　川
柳専門番組です。
毎回テーマに沿った
川柳を全国のみな
さんから募集してい
ます。みなさんもぜ
ひ投稿してみてくだ
さいね。東北・宮城県から川柳の便りを毎月お届けします。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®でTKO1日更新
（30分）

（火）20:0012ch

ワールドクラスのエンターテイメ
ントを集めたテーマパーク、ユニ
バーサル・スタジオ・ジャパン®。
期待と想像を上回る感動が待ち
受けるパークを知り尽くしたTKO
がゲストをおもてなし！

万照の岐阜発！音楽のチカラ不定期更新
（15分）

（水）24:0012ch

岐阜市在住のサッ
クス奏者野々田万
照（ののだまんてる）
さんが音楽を独自
の経験をまじえ楽し
く教えてくれます。

歌が一番！月2回更新
（45分）

（日）20：0012ch

演歌、歌謡曲を
紹介する歌番組。
「歌が一番！」で東
海地区の演歌歌
謡曲情報はバッ
チリ！

明日を創る関のまち1日更新
（15分）

（月）12:30 （土)19:4512ch

関市の広報番組。匠の街、関市のお知らせや催し物などの
情報をお伝えします。

（毎日）8：0011ch

美濃和紙とうだつのまちから1日更新
（15分）

(火)(水)(木）12：3012ch

美濃市の広報番組。市の取り組みやできごとをお届けし
ます。

（毎日）8：1511ch

木曜更新
（5分）

（木）18：5512ch

ラモス瑠偉監督率い
るFC岐阜は新たな選
手を迎え入れ、2015
シーズンも岐阜の地を
熱くする！！番組では、
FC岐阜全試合のダイ
ジェストと、監督・選
手・サポーターの声
をお届けします。

FC岐阜応援番組  緑の話を聞け！

Ⓒ2002 FC GIFU

ビジネスインタビュー Made in GIFU  ヒットの兆し10日更新
（15分）

（水）21:4512ch

新たなビジネスで岐阜を盛
り上げようとしている企業、
岐阜の地で頑張る仕事人を
紹介します。
※岐阜商工会議所が毎月発
行している、岐阜商工月報を
もとに制作しています。

清流と緑のまち やまがた1日更新
（15分）

（水）12：00 （日）9：4512ch （毎日）8：3011ch

自然豊かで美しい山県市を紹介する番組。市の取り組み
のほか、元気な山県の子どもたちもたくさん紹介します。

そのスマホの使い方、要注意!～ネットに潜むワナ～15分

（水）12:1512ch

岐阜県の消費者団体である「消費者ネットワーク岐阜」が、 急増する
スマホにまつわるネット被害をさまざまな事例とともにご紹介します。

SHOW!TALK!TV!増刊号１日更新
（10分）

（火）～（日）13：4512ch

岐阜市にある学校法人聖徳学園
から元気な学生の姿をお届けする
番組。７月は岐阜キャンパスで行
われたオープンキャンパスの模様
をご紹介！さらに、羽島キャンパス
一大イベント「岐聖祭プロジェク
ト」 他

針（スタイラス）の奏で不定期更新
（120分）

レコード世代の皆さ
んへお送りする音
楽番組。大垣市に
ある真空管アンプ
メーカー「ムジカレ
コード」の真空管ア
ンプを経由し録音し
ています。

（金）24：0012ch

ショップチャンネル
5：00～27：00

世界中から厳選した商品を毎週700アイテム
以上ご紹介するショッピング専門チャンネル。

12ch サブ

ＱＶＣ
4：00～26：0011ch サブ

ファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅
した世界最大級のテレビショッピング専門チャンネル。

第60回を迎える今年のおりもの感
謝祭一宮七夕まつりは、開催される
イベントもスケールアップ。２５日
（土）の「一宮七夕まつりコスプレパ
レード 4th with ぽぷかる」や、２６
日（日）の人力車七夕道中など、番組
はパレードを中心に生中継でお届け
します。そして、今年の目玉といえ
ば「東京ディズニーリゾート・スペシャルパレード」！こちらももちろん生中継します。
お見逃しなく。

一宮七夕まつり 生放送

１１チャンネル放送番組ミュージックジャパンＴＶ 7月
１１チャンネルでは特別番組のほか、地域の情報をお知らせする「文字音声放送」や各市町の広報番組の放送を中心
にお届けします。放送スケジュールはＥＰＧ（電子番組表）でご確認ください。

生
7月25日（土）13：30～17：30、7月26日（日）13：30～17：0011ch

生中継

地元競馬ファン必見！笠松競馬の場内映像をお送りします。
今後の予定：
８月１４日（金）中日新聞杯くろゆり賞　９月３日（木）中京スポーツ杯秋風ジュニア
９月１７日（木）スポーツニッポン杯オータムカップ

ミュージック・ジャパンTVから音楽の話題をたっぷりお届けします。J-POPから、
アニソン、アイドルの話題も満載！気になるアーティストをチェックしてくださいね。

ＣＣＮ笠松競馬場中継（北陸・東海・近畿交流競走）
「日刊スポーツ杯クイーンカップ」

生
1日（水）10:3011ch

生中継

（水）22：00 （30分）

Ⓒ東北新社

12ch

7/3（金）12：00～17：0012ch

7/5（日）17：00～22：0011ch

映画「ひつじのショーン～バック・トゥ・ザ・ホーム～」
の公開を記念して特別番組をお届けします。イギリス・
アードマンスタジオ内での制作風景やアニメーターに
よるストップモーションアニメの作り方講座や作品の生
みの親ニック・パークによる誕生秘話など子どもだけ
でなく大人も楽しむことができるエンターテインメント！

６月４日と６月２３・２４日に行われた第２回定例
会の開会、一般質問の模様をオンエアします。

ひつじのショーンができるまで特別番組 山県市議会 平成２７年
第２回定例会 録画放送

曜日 日 時　間 番組名

火

7日
24：00～25：00 ミュージック・ジャパンTVプレミアム～安室奈美恵
26：00～27：00 華原朋美 スペシャル

14日
24：00～24：30 アニメ大好き ! 濃厚アニソン カウントダウン

26：00～27：00 テンションMAX!ライブ映像～Mコレ

21日
26：00～26：30 LUNA SEA スペシャル
26：30～27：00 UVERworld スペシャル

28日
24：00～24：30

ミュージック・ジャパン
TVプレミアム～DREAMS 
COME TRUE

26：00～27：00 アイドル ! 120%!vol.3～Mコレ

水

1日 19：30～20：00 ドラマ主題歌～Mコレ
8日 19：30～20：00 K スペシャル

15日

19：30～20：00 三浦大知 スペシャル

25：00～25：30
ナオト・インティライミ 
ス ペ シ ャ ル(イ ン タ
ビュー)

22日 19：30～20：00 SCANDAL スペシャル
29日 19：30～20：00 ぐるぐるトーキング

木
2日 25：00～25：30 超新星 ライブスペシャル

9日
24：00～24：30 防弾少年団 スペシャル
25：00～25：30 MUCC スペシャル

曜日 日 時　間 番組名

木

16日 24：00～24：30 MUCC スペシャル

23日
24：00～24：30 GACKT～ぐるぐるトーキング
25：00～25：30 May J. スペシャル

30日
24：00～24：25 ナオト・インティライミ スペシャル(インタビュー)
25：00～25：30 神谷浩史 スペシャル

土

4日
20：00～20：30 超特急～ぐるぐるトーキング
26：00～26：30 ぐるぐるトーキング
26：30～27：00 防弾少年団 スペシャル

11日

15：00～16：00 VAMPS スペシャル

20：00～21：00 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE スペシャル
26：00～27：00 爽快!ダンスチューン～Mコレ

18日

20：00～20：30 ナオト・インティライミ スペシャル(インタビュー)
26：00～26：30 MUCC スペシャル

26：30～27：00
俳優・女優としても見逃
せない ! マルチアーティ
スト～Mコレ

日

12日 22：00～22：45 VAMPS スペシャル

19日
22：00～22：20 ぐるぐるトーキング
22：30～23：00 LUNA SEA スペシャル

26日 22：00～23：00 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE スペシャル


