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秋の高校野球 東京大会 準決勝・決勝戦を 11 月 6 日（土）・7 日（日）に

東京都内ケーブルテレビ 8 社と J SPORTS で生中継
準決勝は「二松学舎大附 vs 関東一」「國學院久我山 vs 日大三」

秋のケーブル高校野球キービジュアル

東京都内ケーブルテレビ 8 社（J:COM グループ 3 社東京都内 18 局、株式会社ケーブルテレビ品川、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、イッツ・コミュニケーションズ株式会社、多摩ケ
ーブルネットワーク株式会社）と株式会社ジェイ・スポーツ（以下「J SPORTS」）は、各社のコミュニティチャンネ
ル*¹と「J SPORTS 2」で、2021 年 11 月 6 日（土）と 7 日（日）に行われる「2021 年度秋季東京都高等学校野
球大会（以下、秋季東京都大会）」の準決勝および決勝戦を生中継でお届けします。
秋の大会は、3 年生が引退し、2 年生を主体とする新チームで挑む、「スタート」の大会です。一次予選を勝ち
抜いた 64 チームが本大会へ出場し、ベスト 4 が 10 月 31 日（日）に出揃いました。注目の準決勝のカードは
「二松学舎大附 vs 関東一」と「國學院久我山 vs 日大三」です。
今夏に続き、２季連続の甲子園出場を狙う二松学舎大附は、準々決勝で修徳を 5 回コールドに抑えた関東
一と対戦します。國學院久我山は夏の西東京大会に引き続き、日大三と対戦します。日大三にとっては、夏
に敗れている相手へのリベンジとなります。
東京 NO.1 の称号を果たしてどのチームが掴み取るのか、注目が集まっています。
準決勝の模様は、11 月 6 日（土）午前 9 時 55 分から、決勝戦の模様は 11 月 7 日（日）午前 11 時 55 分か
ら、明治神宮野球場より熱い実況解説付きでお伝えします。また、J:COM が提供する地域情報アプリ「ど・ろ
ーかる」と J SPORTS の動画配信サービス「J SPORTS オンデマンド」では、準決勝と決勝戦のライブ配信*2
も行いますので、スマートフォンやタブレットで全国どこでもご視聴いただけます。
より準決勝を楽しんでいただくため、地域情報アプリ「ど・ろーかる」では、準々決勝の試合の模様をアーカイ
ブ*2 で 2021 年 11 月 30 日（火）まで配信中です。また、J:COM では準決勝直前の 11 月 5 日（金）午後 7 時
30 分から、『ケーブルテレビ秋の高校野球 TOKYO 準決勝直前ダイジェスト』と題し、準々決勝を振り返り、
準決勝以降の展望を解説する特別番組を放送いたしますので、合わせてご覧ください。*3
様々な制限や困難がある中、必死で練習に励んできた高校球児の熱い戦いを、ぜひご覧ください。
*1
*3

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） *2 通信料はお客さまのご負担となります。
ジェイコム東京、ジェイコム千葉の葛飾区及びジェイコム湘南・神奈川の町田・川崎局のみの放送となります。

■番組概要

※内容・スケジュールは天候などにより変更になる場合がございます

番組タイトル

放送日時

*４

『秋の高校野球 東京大会 準決勝・決勝 生中継』*⁴
2021年11月6日（土） 準決勝
午前9時55分～（最大延長午後6時まで）
2021年11月7日（日） 決勝
午前11時55分～（最大延長午後6時まで）

試合会場

明治神宮野球場（東京都新宿区霞ヶ丘町）

視聴可能エリア

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、
多摩ケーブルネットワークのサービスエリア

番組ホームページ

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

「J SPORTS」での番組名は『秋季東京都高等学校野球大会 2021 準決勝/決勝』となります。

<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）

イッツコムチャンネル11
（地上デジタル11ch）

J:COMチャンネル
（地上デジタル11ch）

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 191,700 世帯（2021 年 8 月末時点）
https://www.cts.ne.jp/
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 438,600 世帯（2021 年 8 月末時点）
※東京都内エリアの視聴可能世帯数となります。
https://www.itscom.co.jp/ch/
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
《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
※台東区は、11/6（土）は別の番組を放送いたします。
※台東区は、11/7（日）の高校野球の放送は最大午後 5 時までです。
※墨田区は、一部時間帯で別番組を放送いたします。
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

《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
《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3,888,700世帯（2021年8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 265,200 世帯（2021 年 8 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 180,400 世帯（2021 年 8 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 60,000 世帯（2021 年 8 月末時点）
http://www.t-net.ne.jp/

J SPORTS 2

株式会社ジェイ・スポーツ
所在地：東京都江東区、代表取締役社長：長谷一郎
《放送エリア》 全国

動画配信サービス
「J SPORTSオンデマンド」

放送概要
https://www.jsports.co.jp/baseball/highschool/
配信概要
https://jod.jsports.co.jp/baseball/highschool_baseball
※J SPORTS での放送/配信時間は以下となります
準決勝：11/6(土)午前 9 時 25 分～
決勝：11/7(日)午前 11 時 30 分～

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ケーブルテレビ品川 経営企画部 広報
携帯電話：070-6948-8389

担当：上岡

koho@stct.cts.ne.jp

