












受　付 13:00 ～

公式練習１ 13:30 ～ 14:15

公式練習２ 14:25 ～ 15:10

公式練習３ 15:20 ～ 16:05

公式練習４ 16:15 ～ 17:00

17:10 ～ 17:30

17:30 ～ 17:45

18:30 ～ 19:00

長野県CAJｒ ACA青森ジュニア SC軽井沢クラブJr. 青森CA
11:00 チーム札幌 岩手ジュニア 名寄協会JC 札幌協会

11:00 ～ 11:55

ACAジュニア チーム石村 札幌国際大学 チーム山本
14:20 青森CA 常呂ジュニア SC軽井沢クラブJr. チーム　AOKI

14:20 ～ 15:15

名寄協会JC SC軽井沢クラブJr. チーム札幌 長野県CAJｒ
17:40 札幌協会 青森CA 岩手ジュニア ACA青森ジュニア

17:40 ～ 18:35

SC軽井沢クラブJr. 札幌国際大学 青森CA ACAジュニア
21:00 チーム　AOKI チーム山本 常呂ジュニア チーム石村

SC軽井沢クラブJr. 長野県CAJｒ 青森CA チーム札幌
11:00 岩手ジュニア 札幌協会 ACA青森ジュニア 名寄協会JC

11:00 ～ 11:55

札幌国際大学 ACAジュニア チーム山本 青森CA
14:20 常呂ジュニア チーム　AOKI チーム石村 SC軽井沢クラブJr.

14:20 ～ 15:15

ACA青森ジュニア 青森CA 長野県CAJｒ 札幌協会
17:40 名寄協会JC チーム札幌 SC軽井沢クラブJr. 岩手ジュニア

17:40 ～ 18:35

チーム石村 チーム山本 ACAジュニア チーム　AOKI
21:00 SC軽井沢クラブJr. 青森CA 札幌国際大学 常呂ジュニア

青森CA 岩手ジュニア ACA青森ジュニア SC軽井沢クラブJr.
11:00 長野県CAJｒ 名寄協会JC 札幌協会 チーム札幌

11:00 ～ 11:55

チーム山本 常呂ジュニア チーム石村 札幌国際大学
14:20 ACAジュニア SC軽井沢クラブJr. チーム　AOKI 青森CA

14:20 ～ 15:15

チーム札幌 札幌協会 岩手ジュニア 名寄協会JC
17:40 ACA青森ジュニア SC軽井沢クラブJr. 長野県CAJｒ 青森CA

17:40 ～ 18:35

青森CA チーム　AOKI 常呂ジュニア SC軽井沢クラブJr.
21:00 チーム石村 札幌国際大学 ACAジュニア チーム山本

岩手ジュニア 名寄協会JC 札幌協会 ACA青森ジュニア
11:00 青森CA 長野県CAJｒ チーム札幌 SC軽井沢クラブJr.

11:00 ～ 11:55

常呂ジュニア SC軽井沢クラブJr. チーム　AOKI チーム石村
14:20 チーム山本 ACAジュニア 青森CA 札幌国際大学

14:20 ～ 15:55

18:20

11:00

11:00 ～ 12:35

15:00

15:00 ～

　①競技３以降、上段に記載されているチームは、赤色のストーンを使用し先に練習を行いLSDを開始します。

　②競技１，２はコインとスにてストーンの色を決めます。赤色のストーンを選んだチームから練習を開始してください。

　③試合前練習：試合開始２5分前、予選・7分間＋終了時点でLSD、決勝トーナメント9分間実施。
　④決勝進出チームの練習シートと時間は、予選終了後に決定し発表します。

11/17
(火)

公式練習（各シート１０分：16チーム4セット）

女子（関東中部２・東北２）

男子（関東中部２・東北２）

女子（北海道３・開催地１）

男子（北海道３・開催地１）

JOCジュニアオリンピックカップ第29回日本ジュニアカーリング選手権大会

タ イ ム テ ー ブ ル

月　日 TIME
SHEET

Ａ Ｂ

9:00 ～

アイスメイク

ＤＣ

チームミーティング

開会式

オリンピアン講話（オンライン会議で開催）

11/19
(木)

競技　５(女) 9:00 ～

11/18
(水)

アイスメイク

19:00 ～

11/20
(金)

競技　９(女)

アイスメイク

競技　３(女) 15:40 ～

以下、上段チーム赤ハンドル

アイスメイク

アイスメイク

競技　４(男) 19:00 ～

競技　２(男) 12:20 ～

競技　１(女)

アイスメイク

競技　６(男) 12:20 ～

アイスメイク

競技　７(女) 15:40 ～

競技　８(男)

競技１１(女) 15:40 ～

アイスメイク

競技１２(男) 19:00 ～

9:00 ～

競技１０(男) 12:20 ～

アイスメイク

11/21
(土)

競技１３(女) 9:00 ～

アイスメイク

競技１４(男) 12:20 ～

アイスメイク

プレーオフ 16:20 ～ 男子 ３ VS ４ 女子 １ VS ２ 男子 １ VS ２ 女子 ３ VS ４

11/22
(日)

準決勝 9:00 ～  決勝戦進出チーム練習 男子準決勝 女子準決勝  決勝戦進出チーム練習

アイスメイク

決勝 13:00 ～ 女子決勝 男子決勝

閉会式・表彰式




























