
その他4:09 4:11 オープニング

その他4:11 4:15 おはようＱごろ～

ＱＡＢ琉球朝日放送　２０１９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

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

報道5:15 5:20 お天気Ｑごろ～

その他5:20 5:25 おすすめＱごろ～

通販4:15 4:45 モーニングバザール

通販4:45 5:15 朝いちショッピング

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

6:10 8:00 グッド！モーニング（第１部）

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

教育6:00 6:10 おはよう！世界水泳

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

娯楽10:20 11:15 ブランチテレビ

通販11:15 11:45 ジャストショッピング

教育

教養
9:55 10:20 十時茶まで待てない！

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

報道

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

娯楽12:30 12:50 テレビ朝日開局６０周年記念　帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」

報道

教養
16:50 17:53 スーパーＪチャンネル

報道

教養
16:35 16:50 旬感！Ｑアプリ

教育

娯楽
14:35 16:35 ミュウツーの逆襲ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ公開記念！劇場版ポケットモンスターみんなの物語

その他14:00 14:05 沖縄あの店この店

通販14:05 14:35 得々！お買い物ナビ

教養18:55 19:00 ＪＡおきなわ　ゆいのわ

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

報道

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

報道

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

娯楽0:20 0:50 しくじり先生　俺みたいになるな！！

報道

報道23:15 23:20 お天気Ｑごろ～

娯楽23:20 0:20 かみひとえ

報道21:48 21:54 お天気Ｑごろ～

報道21:54 23:15 報道ステーション

通販2:59 3:29 ミッドナイトセレクション

その他3:29 3:34 おやすみＱごろ～

教養2:24 2:29 ＪＡおきなわ　ゆいのわ（再）

通販2:29 2:59 ナイトショッピング

教養

娯楽

0:50 2:24 世界水泳韓国・光州２０１９アーティスティックスイミング　ミックスデュエットテクニ

その他3:34 3:36 エンディング

7月15日(月)



ＱＡＢ琉球朝日放送　２０１９年７月第３週　番組種別　

通販4:45 5:15 朝いちショッピング

報道5:15 5:20 お天気Ｑごろ～

その他4:11 4:15 おはようＱごろ～

通販4:15 4:45 モーニングバザール

その他4:09 4:11 オープニング

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

教育6:00 6:10 おはよう！世界水泳

教育

教養

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他5:20 5:25 おすすめＱごろ～

報道

教育

教養
9:55 10:20 十時茶まで待てない！

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

6:10 8:00 グッド！モーニング（第１部）

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

娯楽12:30 12:50 テレビ朝日開局６０周年記念　帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

娯楽10:20 11:15 ブランチテレビ

通販11:15 11:45 ジャストショッピング

その他14:00 14:05 沖縄あの店この店

通販14:05 14:35 得々！お買い物ナビ

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

報道

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:50 17:53 スーパーＪチャンネル

報道

教養
16:35 16:50 旬感！Ｑアプリ

報道

娯楽14:35 16:35 午後のセレクション

報道

教養

娯楽
20:54 21:48 そんなコト考えた事なかったクイズ！トリニクって何の肉！？

教育

教養
19:00 20:54 名医とつながる！たけしの家庭の医学　２時間ＳＰ

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

教養18:55 19:00 琉球島紀行

娯楽0:20 0:50 バナナマンのドライブスリー

報道

報道23:15 23:20 お天気Ｑごろ～

娯楽23:20 0:20 ロンドンハーツ

報道21:48 21:54 お天気Ｑごろ～

報道21:54 23:15 報道ステーション

通販2:59 3:29 ミッドナイトセレクション

その他3:29 3:34 おやすみＱごろ～

教養2:24 2:29 琉球島紀行

通販2:29 2:59 ナイトショッピング

教養

娯楽

0:50 2:24 世界水泳韓国・光州２０１９アーティスティックスイミング　ミックスデュエットテクニ

その他3:34 3:36 エンディング

7月16日(火)



ＱＡＢ琉球朝日放送　２０１９年７月第３週　番組種別　

通販4:45 5:15 朝いちショッピング

報道5:15 5:20 お天気Ｑごろ～

その他4:11 4:15 おはようＱごろ～

通販4:15 4:45 モーニングバザール

その他4:09 4:11 オープニング

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

教育6:00 6:10 おはよう！世界水泳

教育

教養

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

その他5:20 5:25 おすすめＱごろ～

報道

教育

教養
9:55 10:20 十時茶まで待てない！

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

6:10 8:00 グッド！モーニング（第１部）

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

娯楽
10:50 11:15 食の宝庫！レッド吉田のこれがジャパン！

通販11:15 11:45 ジャストショッピング

報道10:20 10:50 第２５回参議院議員選挙　沖縄選挙区　政見放送（仮）

教養

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

報道

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

娯楽12:30 12:50 テレビ朝日開局６０周年記念　帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」

教養
16:35 16:50 旬感！Ｑアプリ

報道

娯楽14:35 16:35 午後のセレクション

報道

その他14:00 14:05 沖縄あの店この店

通販14:05 14:35 得々！お買い物ナビ

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

その他18:55 19:00 おすすめＱごろ～

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:50 17:53 スーパーＪチャンネル

報道

娯楽21:00 21:54 刑事７人

報道21:54 23:15 報道ステーション

娯楽
20:00 20:54 くりぃむクイズ　ミラクル９

報道20:54 21:00 お天気Ｑごろ～

娯楽19:00 20:00 あいつ今何してる？

教養

報道

教養

娯楽

0:50 2:24 世界水泳韓国・光州２０１９アーティスティックスイミング　ミックスデュエットテクニ

教養

娯楽
0:20 0:50 家事ヤロウ！！！

報道23:15 23:20 お天気Ｑごろ～

娯楽23:20 0:20 マツコ＆有吉かりそめ天国

その他2:59 3:04 おやすみＱごろ～

その他3:04 3:06 エンディング

その他2:24 2:29 おすすめＱごろ～

通販2:29 2:59 ナイトショッピング

7月17日(水)



ＱＡＢ琉球朝日放送　２０１９年７月第３週　番組種別　

その他4:09 4:11 オープニング

その他4:11 4:15 おはようＱごろ～

報道

教育

教養

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

報道5:15 5:20 お天気Ｑごろ～

その他5:20 5:25 おすすめＱごろ～

通販4:15 4:45 モーニングバザール

通販4:45 5:15 朝いちショッピング

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

6:10 8:00 グッド！モーニング（第１部）

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

教育6:00 6:10 おはよう！世界水泳

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

教育

娯楽10:20 11:15 ブランチテレビ

通販11:15 11:45 ジャストショッピング

教育

教養
9:55 10:20 十時茶まで待てない！

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

その他13:55 14:00 おすすめＱごろ～

報道

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

娯楽12:30 12:50 テレビ朝日開局６０周年記念　帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」

教養
16:35 16:50 旬感！Ｑアプリ

報道

娯楽14:35 16:35 午後のセレクション

報道

その他14:00 14:05 沖縄あの店この店

通販14:05 14:35 得々！お買い物ナビ

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

その他18:55 19:00 おすすめＱごろ～

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:50 17:53 スーパーＪチャンネル

報道

娯楽21:00 21:54 サイン―法医学者　柚木貴志の事件―

報道21:54 23:15 報道ステーション

娯楽20:00 20:54 テレビ朝日開局６０周年記念　木曜ミステリー「科捜研の女」

報道20:54 21:00 お天気Ｑごろ～

教養

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

報道

教養

娯楽

4:00 4:55 世界水泳韓国・光州２０１９アーティスティックスイミング　デュエットフリー決勝

教養

娯楽

23:20 4:00 第１４８回全英オープンゴルフ　第１日

報道23:15 23:20 お天気Ｑごろ～

報道

7月18日(木)



ＱＡＢ琉球朝日放送　２０１９年７月第３週　番組種別　

通販4:55 5:25 朝いちショッピング

報道

報道

教育

教養

6:10 8:00 グッド！モーニング（第１部）

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

教育6:00 6:10 おはよう！世界水泳

教育

教養

5:25 5:50 グッド！モーニング　５時台

教育10:20 10:45 おかずのクッキング

通販10:45 11:15 すぐりむんショップ

教育

教養
9:55 10:20 十時茶まで待てない！

報道

教育

教養

8:00 9:55 羽鳥慎一モーニングショー

娯楽12:30 12:50 テレビ朝日開局６０周年記念　帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」

報道

教育

教養
12:00 12:30 徹子の部屋

通販11:15 11:45 ジャストショッピング

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

その他14:00 14:05 沖縄あの店この店

通販14:05 14:35 得々！お買い物ナビ

教育13:40 13:55 上沼恵美子のおしゃべりクッキング

報道13:55 14:00 お天気Ｑごろ～

教育

教養

12:50 13:40 大下容子ワイド！スクランブル　第２部

教養
17:53 18:15 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

報道

教養
16:50 17:53 スーパーＪチャンネル

報道

教養
16:35 16:50 旬感！Ｑアプリ

報道

娯楽14:35 16:35 午後のセレクション

報道

報道19:54 20:00 お天気Ｑごろ～

娯楽20:00 21:24 ミュージックステーション

教育

娯楽
19:00 19:54 ４０周年だよ！ドラえもん１時間スペシャル

教養
18:15 18:55 Ｑプラス

その他18:55 19:00 おすすめＱごろ～

教養23:40 23:45 ルーツを歩こう

報道

娯楽
21:27 22:24 ザワつく！金曜日

報道22:24 23:40 報道ステーション

報道21:24 21:27 お天気Ｑごろ～

教養

報道

教養

娯楽

4:40 5:50 世界水泳韓国・光州２０１９アーティスティックスイミング　チームフリー決勝

教養

娯楽

23:45 4:40 第１４８回全英オープンゴルフ　第２日

7月19日(金)



ＱＡＢ琉球朝日放送　２０１９年７月第３週　番組種別　

報道5:50 6:00 ＡＮＮニュース

通販6:00 6:30 サタデーセレクション

教養

娯楽

8:00 9:30 朝だ！生です旅サラダ

娯楽
7:30 8:00 ポケットモンスターサン＆ムーン

教育

娯楽
7:00 7:30 ポケモンの家あつまる？

教育

通販6:30 7:00 モーニングマーケット

教育

教育

教養

12:00 14:40 第１０１回全国高校野球選手権沖縄大会　準決勝

報道11:45 12:00 ＡＮＮニュース

報道

教育

教養

9:55 11:45 第１０１回全国高校野球選手権沖縄大会　準決勝

娯楽9:30 9:55 うちなーなんばー１

報道

報道15:55 16:00 お天気Ｑごろ～

教養

教養

娯楽

15:00 15:55 サタデースペシャル

その他14:55 15:00 おすすめＱごろ～

教育

教養

娯楽
14:40 14:55 ＴＨＥパフォーマー！１５分版

教養
17:00 17:30 ２０１９速報！！めざせ甲子園！

報道17:30 17:55 ＡＮＮスーパーＪチャンネル

教養16:55 17:00 うまんちゅひろば

教育

娯楽
16:00 16:25 ザ・ウルトラシェフ

教育16:25 16:55 題名のない音楽会

報道

教養
18:56 20:54 池上彰のニュースそうだったのか！！２時間ＳＰ

教養

娯楽
18:30 18:56 ごはんジャパン

報道17:55 18:00 お天気Ｑごろ～

教育18:00 18:30 人生の楽園

教養

娯楽

23:30 4:00 第１４８回全英オープンゴルフ　第３日

報道23:25 23:30 お天気Ｑごろ～

報道

教養

娯楽
22:30 23:25 激レアさんを連れてきた。

報道20:54 22:25 サタデーステーション

報道22:25 22:30 お天気Ｑごろ～

報道

教養

娯楽

4:00 5:50 世界水泳韓国・光州２０１９アーティスティックスイミング　ミックスデュエットフリー

7月20日(土)



ＱＡＢ琉球朝日放送　２０１９年７月第３週　番組種別　

報道

教育

教養

6:20 8:30 サンデーＬＩＶＥ

報道

教育

教養

5:50 6:20 サンデーＬＩＶＥ

教養

娯楽

10:00 11:45 世界水泳韓国・光州２０１９　競泳予選　第１日

娯楽9:30 10:00 騎士竜戦隊リュウソウジャー

報道

娯楽8:30 9:00 スター☆トゥインクルプリキュア

娯楽9:00 9:30 仮面ライダージオウ

報道

教育

教養

12:55 17:25 第１０１回全国高校野球選手権沖縄大会　決勝

教育

教養
12:00 12:55 前川清の笑顔まんてんタビ好キ

報道11:45 11:55 ＡＮＮニュース

報道11:55 12:00 お天気Ｑごろ～

娯楽
18:30 19:58 ナニコレ珍百景

教育

教養
18:00 18:30 相葉マナブ

報道17:25 17:55 サンデーステーション

報道17:55 18:00 お天気Ｑごろ～

その他2:55 2:57 エンディング

7月21日(日)

教養

娯楽

23:00 2:55 第１４８回全英オープンゴルフ　最終日

報道21:58 23:00 選挙ステーション　２０１９　第２部

報道

教養

娯楽

20:20 21:58 テレビ朝日開局６０周年記念　世界水泳　韓国・光州２０１９　競泳決勝　第１日

報道19:58 20:20 選挙ステーション　２０１９　第１部

報道

教養


