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「テレビの前で 全力応援！」

夏の高校野球を抽選会から決勝戦まで
東京都内ケーブルテレビで生中継！！
東京都内ケーブルテレビ 9 社（株式会社ケーブルテレビ品川、イッツ・
コミュニケーションズ株式会社、J:COM グループ 3 社東京都内 18
局、東京ベイネットワーク株式会社、東京ケーブルネットワーク株式会
社、多摩ケーブルネットワーク株式会社、株式会社多摩テレビ）は、
2021 年 7 月 4 日から 1 回戦が始まる、「第 103 回全国高等学校野
球選手権大会 東・西東京大会」を各社のコミュニティチャンネル*1 を通
じて東京都内約 5６0 万世帯に放送いたします。
ケーブル高校野球 メインビジュアル

番組では、「東・東京大会」は、都営駒沢球場の 1 回戦から東京ドームで行われる決勝戦の計 49 試合、「西・
東京大会」はスリーボンドスタジアム八王子の 1 回戦から同じく東京ドームで行われる決勝戦の計 38 試合
を、各大会の地域でサービス展開するケーブルテレビ各社を通じて、生中継いたします。試合の模様は、さま
ざまなアングルからの映像と熱い実況解説付きでお届けいたします。
さらに、試合当日の午後 9 時より、当日の試合ダイジェストを放送します。日中は試合がご覧いただけない方
も、その日の熱戦の模様をご覧いただけます。*2
また、今年もトーナメントの組み合わせを決める抽選会から実況生放送*2 でお届けするとともに、対戦カード
決定直後の注目校に電話を繋ぎ、選手の意気込みなどを伺い大会前から盛り上げます。

コロナ禍の影響を大きく受けている部活動ですが、高校球児にとって夏の大会が大切なものであることは今
年も変わりません。状況によっては入場制限などが予想される中で、抽選会から決勝戦まで生中継すること
で、球場で応援が難しい出場校の関係者、高校野球ファンの皆さまが「テレビの前で 全力応援！」できるよ
う、東京都内ケーブルテレビ 9 社がタッグを組み放送いたします。

*1
*2

各社のコミュニティチャンネルはケーブルテレビに接続のお住まいで視聴できます。（無料）
抽選会・ダイジェストは、多摩ケーブルネットワーク、多摩テレビを除く、東京都内ケーブルテレビ 7 社のサービスエリアでご視聴いただけます。

Twitter ハッシュタグ「#ケーブル高校野球東京」による応援メッセージを受け付けます。
番組や SNS による情報発信を通じて、皆さまの熱い想いを紹介してまいります。

■番組概要

※内容・スケジュールは変更になる場合がございます

番組タイトル

『ケーブルテレビ夏の高校野球 東・西東京大会 生中継』
《組合せ抽選会》
2021年6月19日（土）午後2時～午後5時
《東東京大会》 計49試合（１回戦～決勝）
・2021年7月4日（日）1回戦～7月29日（木）の準々決勝まで
都営駒沢球場の試合を生中継
【3試合実施日】午前8時55分～最大延長午後6時
【2試合実施日】午前9時55分～
・2021年8月1日（日）の準決勝（球場：東京ドーム）
【準決勝】午前9時55分～最大延長午後6時
・2021年8月2日（月）の決勝（球場：東京ドーム）
【決勝】午前9時55分～最大延長午後7時 ※試合開始時間15:30～

放送日時
《西東京大会》 計38試合（１回戦～決勝）
・2021年7月4日（日）1回戦～7月27日（火）の準々決勝まで
スリーボンドスタジアム八王子の試合を生中継
【3試合実施日】午前8時55分～最大延長午後6時
【2試合実施日】午前9時55分～
・2021年7月31日（土）の準決勝（球場：東京ドーム）
【準決勝】午前9時55分～最大延長午後6時
・2021年8月2日（月）の決勝（球場：東京ドーム）
【決勝】午前9時55分～最大延長午後7時 ※試合開始時間10:00～
《ダイジェスト》 ※試合開催日に放送
2021年7月4日（日）～8月2日（月）午後9時～午後10時
《組合せ抽選会》
J:COMグループ3社東京都内18局、ケーブルテレビ品川、東京ベイネットワー
ク、東京ケーブルネットワーク、イッツ・コミュニケーションズのサービスエリア
※多摩ケーブルネットワーク、多摩テレビのエリアではご視聴いただけません。

《東東京大会》
■東京都
江戸川区、墨田区、台東区、板橋区、中野区、大田区、港区、新宿区、北区、
足立区、葛飾区、文京区、荒川区、千代田区、江東区、中央区、品川区、目黒
区、渋谷区、世田谷区の一部、町田市の一部
■神奈川県
横浜市緑区、港北区、青葉区、都筑区、川崎市宮前区、高津区、中原区
視聴可能エリア

《西東京大会》
■東京都
杉並区、練馬区、世田谷区、中央区の一部、八王子市、立川市、武蔵野市、
三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野
市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久
留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、日の
出町の一部
■埼玉県
新座市、和光市
《ダイジェスト》
J:COMグループ3社東京都内18局、ケーブルテレビ品川、東京ベイネットワー
ク、東京ケーブルネットワーク、イッツ・コミュニケーションズのサービスエリア
※多摩ケーブルネットワーク、多摩テレビのエリアではご視聴いただけません。

番組ホームページ

https://www.catv-hsbb.com/

<法人一覧・放送エリア>
チャンネル10しながわ
（地上デジタル10ch）

株式会社ケーブルテレビ品川
所在地：東京都品川区、代表取締役執行役員社長：大木 晋
《放送エリア》 東京都品川区
《視聴可能世帯》 約 191,200 世帯（2021 年 4 月末時点）
https://www.cts.ne.jp/

イッツコムチャンネル
（地上デジタル112ch）

イッツ・コミュニケーションズ株式会社
所在地：東京都世田谷区、代表取締役社長：嶋田 創
《放送エリア》 東京都渋谷区、世田谷区、目黒区、大田区、町田市の一部、
川崎市高津区、中原区、宮前区、
横浜市青葉区、都筑区、緑区、港北区および旭区の一部
《視聴可能世帯》 約 964,400 世帯（2021 年 4 月末時点）
https://www.itscom.co.jp/
株式会社ジェイコム東京
所在地：東京都練馬区、代表取締役社長：足立 好久
東エリア局 （所在地：東京都練馬区、局長：前田 泰洋）
南エリア局 （所在地：東京都杉並区、局長：前田 浩慶）
西エリア局 （所在地：東京都小金井市、局長：麻沼 茂岐）
すみだ・台東局 （所在地：東京都墨田区、局長：澤山 順）
西東京局 （所在地：東京都東久留米市、局長：葛西 昭人）
板橋・北局 （所在地：東京都板橋区、局長：池田 将人）
調布局 （所在地：東京都調布市、局長：西生 篤）
世田谷局 （所在地：東京都世田谷区、局長：岡本 幸久）
江戸川局 （所在地：東京都江戸川区、局長：小沼 亘）
大田局 （所在地：東京都大田区、局長：渡邊 安太郎）
多摩局 （所在地：東京都立川市、局長：奥林 一博）
中野局 （所在地：東京都中野区、局長：千葉 孝）
八王子・日野局 （所在地：東京都八王子市、局長：海老澤 孝一）
港・新宿局 （所在地：東京都港区、局長：松野 紀志人）
武蔵野・三鷹局 （所在地：東京都三鷹市、局長：栗原 尚孝）
足立局 （所在地：東京都足立区、局長：大林 秀和）

J:COMチャンネル
（地上デジタル11ch）

《放送エリア》
東京都練馬区、杉並区、墨田区、台東区、中央区、北区、港区、新宿区、大田区、
中野区、足立区、板橋区、江戸川区、世田谷区、小金井市、国分寺市、府中市、
国立市、日野市、立川市、昭島市、東大和市、武蔵村山市、八王子市、あきる野
市、武蔵野市、三鷹市、調布市、西東京市、小平市、東村山市、東久留米市、清
瀬市、狛江市、西多摩郡日の出町、埼玉県和光市、新座市

株式会社ジェイコム千葉
所在地：千葉県浦安市、代表取締役社長 石原 哲也
東葛・葛飾局 （所在地：千葉県松戸市、局長：佐藤 浩）
《放送エリア》
東京都葛飾区
※J:COM 東葛・葛飾エリアでは葛飾区のみご視聴いただけます。
株式会社ジェイコム湘南・神奈川
所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長：國分 孝夫
町田・川崎局 （所在地：神奈川県川崎市、局長：清水 伸一）
※J:COM 町田・川崎エリアでは、一部の試合のみ放送予定です。
《放送エリア》
東京都稲城市、町田市、神奈川県川崎市麻生区、多摩区、横浜市青葉区

《視聴可能世帯》 約3,895,100世帯（2021年4月末時点）
※J:COM対応済みの建物にお住まいであれば、どなたでも無料で視聴可能です
《視聴可能エリアを確認するには》
https://www.jcom.co.jp/area_search/

Channel Bay 10
（地上デジタル10ch）

東京ベイネットワーク株式会社
所在地：東京都江東区、代表取締役社長：常木 真次
《放送エリア》 東京都江東区、中央区
《視聴可能世帯》 約 268,000 世帯（2021 年 3 月末時点）
http://www.baynet.ne.jp/

あらぶんちょ10チャンネル
（地上デジタル10ch）

東京ケーブルネットワーク株式会社
所在地：東京都文京区、代表取締役社長執行役員：大坪 龍太
《放送エリア》 東京都荒川区、文京区、千代田区、中央区および新宿区の一部
《視聴可能世帯》 約 181,000 世帯（2021 年 3 月末時点）
https://www.tcn-catv.co.jp/

多摩ケーブルネットワーク
（地上デジタル11ch）

多摩ケーブルネットワーク株式会社
所在地：東京都青梅市、代表取締役：舘 盛和
《放送エリア》 東京都青梅市、羽村市、福生市、瑞穂町の一部
《視聴可能世帯》約 59,800 世帯（2021 年 5 月末時点）
http://www.t-net.ne.jp/

多摩テレビ
（地上デジタル11ch）

株式会社 多摩テレビ
所在地：東京都多摩市、代表取締役社長：宮本 保宏
《放送エリア》東京都稲城市、多摩市、八王子市、町田市
《視聴可能世帯》 約 66,500 世帯（2021 年 4 月末時点）
https://www.ttv.co.jp/

