
◆1日目
8/4（金）

現地時間
日本時間
（5日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

19:00 3:00 男子 100m 予備予選
19:20 3:20 男子 円盤投 予選A
19:30 3:30 男子 走幅跳 予選
19:35 3:35 女子 1500m 予選
19:45 3:45 女子 棒高跳 予選
20:20 4:20 男子 100m 予選 サニブラウン アブデルハキーム、多田 修平、ケンブリッジ 飛鳥 

20:45 4:45 男子 円盤投 予選B
21:20 5:20 男子 10,000m 決勝

◆2日目
8/5（土）

現地時間
日本時間
（5日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

10:00 18:00 男子 砲丸投 予選
10:05 18:05 女子 100mH 七種競技
10:35 18:35 女子 ハンマー投 予選A
10:45 18:45 男子 400m 予選 北川 貴理
11:00 19:00 女子 三段跳 予選
11:30 19:30 女子 走高跳 七種競技
11:45 19:45 女子 100m 予選
12:05 20:05 女子 ハンマー投 予選B
12:45 20:45 男子 800m 予選

（6日）

19:00 3:00 女子 砲丸投 七種競技
19:05 3:05 男子 100m 準決勝 サニブラウン アブデルハキーム、多田 修平、ケンブリッジ 飛鳥 

19:25 3:25 男子 円盤投 決勝
19:35 3:35 女子 1500m 準決勝
20:05 4:05 男子 走幅跳 決勝
20:10 4:10 女子 10,000m 決勝 鈴木 亜由子、松田 瑞生、上原 美幸
21:00 5:00 女子 200m 七種競技
21:45 5:45 男子 100m 決勝

23:30～翌6:15
【TBS系列】

21:00～翌6:45
【TBS系列】

第16回世界陸上競技選手権大会（2017／ロンドン）出場、放送スケジュール（予定）
2017年8月13日現在

※テレビ放映時間は変更になる場合がありますので、テレビ局HPにてご確認下さい。

19:00～20:54
【BS-TBS】
男子円盤投予

選、男子走幅跳
予選



◆3日目
8/6（日）

現地時間
日本時間
（6日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

16:00～17:54
【BS-TBS】

男子砲丸投予選
、女子棒高跳予

選

10:00 18:00 女子 走幅跳 七種競技
10:05 18:05 男子 3000mSC 予選 潰滝 大記
10:40 18:40 男子 棒高跳 予選 山本 聖途、荻田 大樹
10:55 18:55 男子 マラソン 決勝 井上 大仁、川内 優輝、中本 健太郎
11:05 19:05 男子 400mH 予選 安部 孝駿、石田 裕介、鍜治木 崚
11:45 19:45 女子 やり投 七種競技 A
11:55 19:55 女子 400m 予選
13:00 21:00 女子 やり投 七種競技 B
13:15 21:15 男子 110mH 予選 高山 峻野、増野 元太、大室 秀樹
14:00 22:00 女子 マラソン 決勝 安藤 友香、重友 梨佐、清田 真央

（7日）

19:00 3:00 女子 棒高跳 決勝

19:05 3:05 女子 やり投 予選A 海老原 有希、斉藤 真里菜
19:10 3:10 女子 100m 準決勝
19:40 3:40 男子 400m 準決勝
20:10 4:10 男子 110mH 準決勝 増野 元太
20:30 4:30 女子 やり投 予選B 宮下 梨沙
20:35 4:35 男子 砲丸投 決勝
20:40 4:40 女子 800m 七種競技
21:15 5:15 男子 800m 準決勝
21:50 5:50 女子 100m 決勝

◆4日目
8/7（月）

現地時間
日本時間
（8日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

17:00～20:54
【BS-TBS】

男子マラソン、
女子マラソン

18:30 2:30 男子 200m 予選 サニブラウン アブデルハキーム、飯塚 翔太
18:35 2:35 男子 三段跳 予選 山本 凌雅
19:00 3:00 女子 ハンマー投 決勝
19:30 3:30 女子 400mH 予選
20:20 4:20 男子 400mH 準決勝 安部 孝駿
20:25 4:25 女子 三段跳 決勝
20:55 4:55 女子 400m 準決勝
21:30 5:30 男子 110mH 決勝
21:50 5:50 女子 1500m 決勝

18:00～翌7:00
【TBS系列】

23:00～翌7:00
【TBS系列】



◆5日目
8/8（火）

現地時間
日本時間
（9日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

21:00～21:54
【BS-TBS】
男子棒高跳予

選、女子やり投
予選

19:20 3:20 女子 やり投 決勝
19:30 3:30 女子 200m 予選
19:35 3:35 男子 棒高跳 決勝
20:35 4:35 女子 400mH 準決勝
20:40 4:40 女子 砲丸投 予選
21:10 5:10 男子 3000mSC 決勝
21:35 5:35 男子 800m 決勝
21:50 5:50 男子 400m 決勝

◆6日目
8/9（水）

現地時間
日本時間
（10日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

21:00～21:54
【BS-TBS】

女子砲丸投予選

19:05 3:05 女子 3000mSC 予選
19:10 3:10 女子 走幅跳 予選
19:20 3:20 男子 ハンマー投 予選A
20:05 4:05 男子 5000m 予選
20:25 4:25 女子 砲丸投 決勝
20:50 4:50 男子 ハンマー投 予選B
20:55 4:55 男子 200m 準決勝 サニブラウン アブデルハキーム、飯塚 翔太
21:30 5:30 男子 400mH 決勝
21:50 5:50 女子 400m 決勝

◆7日目
8/10（木）

現地時間
日本時間
（11日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

21:00～21:54
【BS-TBS】

男子三段跳予選

18:30 2:30 女子 5000m 予選 鍋島 莉奈、鈴木 亜由子
19:05 3:05 男子 やり投 予選A 新井 涼平
19:10 3:10 女子 走高跳 予選
19:25 3:25 女子 800m 予選
20:20 4:20 男子 三段跳 決勝
20:25 4:25 男子 1500m 予選
20:35 4:35 男子 やり投 予選B
21:05 5:05 女子 200m 準決勝
21:35 5:35 女子 400mH 決勝
21:50 5:50 男子 200m 決勝 サニブラウン アブデルハキーム

23:00～翌7:00
【TBS系列】

23:00～翌7:00
【TBS系列】

23:00～翌7:00
【TBS系列】



◆8日目
8/11（金）

現地時間
日本時間
（11日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

21:00～21:54
【BS-TBS】

男子ハンマー投
予選 、女子走

幅跳予選

10:00 18:00 男子 100m 十種競技 中村 明彦、右代 啓祐
10:10 18:10 女子 円盤投 予選A
10:45 18:45 女子 100mH 予選 紫村 仁美、木村 文子
11:05 19:05 男子 走幅跳 十種競技 中村 明彦、右代 啓祐
11:15 19:15 男子 走高跳 予選 衛藤 昂
11:35 19:35 女子 円盤投 予選B
12:55 20:55 男子 砲丸投 十種競技 中村 明彦、右代 啓祐

（12日）

17:00 1:00 男子 走高跳 十種競技 中村 明彦、右代 啓祐

19:05 3:05 女子 100mH 準決勝 木村 文子
19:10 3:10 女子 走幅跳 決勝
19:35 3:35 女子 800m 準決勝
20:10 4:10 男子 1500m 準決勝
20:30 4:30 男子 ハンマー投 決勝
20:45 4:45 男子 400m 十種競技 中村 明彦、右代 啓祐
21:25 5:25 女子 3000mSC 決勝
21:50 5:50 女子 200m 決勝

◆9日目
8/12（土）

現地時間
日本時間
（12日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

10:00 18:00 男子 110mH 十種競技 中村 明彦、右代 啓祐
10:35 18:35 女子 4x100mR 予選
10:55 18:55 男子 4x100mR 予選 日本
11:00 19:00 男子 円盤投 十種競技 A
11:20 19:20 女子 4x400mR 予選
11:50 19:50 男子 4x400mR 予選 日本
12:20 20:20 男子 円盤投 十種競技 B 中村 明彦、右代 啓祐  

14:15 22:15 男子 棒高跳 十種競技 中村 明彦、右代 啓祐

21:00～23:30
【BS-TBS】
男子やり投予

選、女子走高跳
予選

（13日）
17:30 1:30 男子 やり投 十種競技 A 右代 啓祐
18:55 2:55 男子 やり投 十種競技 B 中村 明彦
19:05 3:05 女子 走高跳 決勝
20:05 4:05 女子 100mH 決勝
20:15 4:15 男子 やり投 決勝
20:20 4:20 男子 5000m 決勝
20:45 4:45 男子 1500m 十種競技 中村 明彦、右代 啓祐
21:30 5:30 女子 4x100mR 決勝
21:50 5:50 男子 4x100mR 決勝 日本

23:30～翌6:15
【TBS系列】

17:00～20:54
【TBS系列】

23:30～翌6:45
【TBS系列】



◆10日目
8/13（日）

現地時間
日本時間
（13日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

7:45 15:45
男子
女子

50kmW 決勝 小林 快、荒井 広宙、丸尾 知司
15:00～19:56
【TBS系列】

12:20 20:20 女子 20kmW 決勝 岡田 久美子
14:20 22:20 男子 20kmW 決勝 髙橋 英輝、松永 大介、藤澤 勇

21:00～21:54
【BS-TBS】

男子走高跳予選

（14日）

19:00 3:00 男子 走高跳 決勝

19:10 3:10 女子 円盤投 決勝
19:35 3:35 女子 5000m 決勝
20:10 4:10 女子 800m 決勝
20:30 4:30 男子 1500m 決勝
20:55 4:55 女子 4x400mR 決勝
21:15 5:15 男子 4x400mR 決勝

8/14（月）

現地時間
日本時間
（11日）

性別 種目 ラウンド 出場選手 テレビ放送 BS放送

19:00～20:54
【BS-TBS】
男子50K競歩

※各種目の競技時間は国際陸連HPよりご確認下さい。

https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/iaaf-world-championships-london-2017-5151/timetable/byday

http://www.tbs.co.jp/seriku/about/pc.html

https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/iaaf-world-championships-london-2017-5151/timetable/byday

※出場選手は現時点での予定となりますので、国際陸連HP内スタートリストにて最終確認下さい。

※テレビ放映時間は変更になる場合がありますので、テレビ局HPにてご確認下さい。

22:10～翌7:00
【TBS系列】


