
（男子Ａ・女子Ｂ　/　上段＝赤ハンドル）

16:30 ～ 17:10

18:20 ～ 18:50

競技　１(女) 9:00 ～ 　B4　中部ブロック 　B3　　中部電力 　B2　北海道銀行 　B1　チーム広島

12:00 ワイルドカード 青森ＣＡ 富士急 ロコ・ソラーレ

競技　２(男) 13:30 ～ 　A1　コンサドーレ 　A2　  岡山ＣＡ 　A3　チーム東京 　A4　チームTANI

16:30 TM軽井沢 ワイルドカード 名寄市役所 中部ブロック

競技　３(女) 　B8　 チーム広島 　B7　ロコ・ソラーレ 　B6　 札幌協会 　B5　北海道銀行

21:00 富士急 ワイルドカード 中部ブロック 青森ＣＡ

競技　４(男) 9:00 ～ 　A5　  岡山ＣＡ 　A6　　宮城ＣＡ 　A7　TM軽井沢 　A8　コンサドーレ

12:00 名寄市役所 チームTANI 中部ブロック ワイルドカード

競技　５(女) 　B12　ロコ・ソラーレ 　B11　札幌協会 　B10　中部電力 　B9　　青森ＣＡ

16:30 中部ブロック 富士急 チーム広島 ワイルドカード

競技　６(男) 　A9　名寄市役所 　A10　チーム東京 　A11　宮城ＣＡ 　A12　TM軽井沢

21:00 中部ブロック コンサドーレ ワイルドカード チームTANI

競技　７(女) 9:00 ～ 　B16　札幌協会 　B15　ワイルドカード 　B14　青森ＣＡ 　B13　中部ブロック

12:00 北海道銀行 チーム広島 ロコ・ソラーレ 中部電力

競技　８(男) 　A13　チームTANI 　A14　名寄市役所 　A15　中部ブロック 　A16　宮城ＣＡ

16:30 チーム東京 TM軽井沢 コンサドーレ 岡山ＣＡ

競技　９(女) 　Ｂ20　青森ＣＡ　 　B19　北海道銀行 　B18　富士急 　B17　ロコ・ソラーレ

21:00 チーム広島 中部電力 ワイルドカード 札幌協会

競技１０(男) 9:00 ～ 　A17　TM軽井沢 　A18　ワイルドカード 　A19　岡山ＣＡ 　A20　名寄市役所

12:00 宮城ＣＡ 中部ブロック チーム東京 コンサドーレ

競技１１(女) 　B24　ワイルドカード 　B23　青森ＣＡ 　B22　チーム広島 　B21　 富士急

16:30 中部電力 札幌協会 北海道銀行 中部ブロック

競技１２(男) 　A21　ワイルドカード 　A22　コンサドーレ 　A23　名寄市役所 　A24　中部ブロック

21:00 チームTANI 岡山ＣＡ 宮城ＣＡ チーム東京

競技１３(女) 9:00 ～ 　B28　中部電力 　B27　 富士急 　B26　中部ブロック 　B25　ワイルドカード

12:00 札幌協会 ロコ・ソラーレ 青森ＣＡ 北海道銀行

競技１４(男) 　A25　中部ブロック 　A26　チームTANI 　A27　ワイルドカード 　A28　チーム東京

16:30 岡山ＣＡ 名寄市役所 TM軽井沢 宮城ＣＡ

競技１５(女) 　B32　北海道銀行 　B31　チーム広島 　B30　ワイルドカード 　B29　中部電力

21:00 ロコ・ソラーレ 中部ブロック 札幌協会 富士急

競技１6(男) 9:00 ～ 　A29　チーム東京 　A30　中部ブロック 　A31　コンサドーレ 　A32　岡山ＣＡ

12:00 ワイルドカード 宮城ＣＡ チームTANI TM軽井沢

　B36　 富士急 　B35　中部ブロック 　B34　ロコ・ソラーレ 　B33　札幌協会

16:30 青森ＣＡ 北海道銀行 中部電力 チーム広島

　A33　宮城ＣＡ 　A34　TM軽井沢 　A35　チームTANI 　A36　ワイルドカード

21:00 コンサドーレ チーム東京 岡山ＣＡ 名寄市役所

10:00 ～

13:00

共同記者会見

13:00

13:30 ～

18:30

19:00 ～ 21:50

0:50 ～ 1:20

2/8
(土)

※男女決勝進出チームチームメンバーによる合同会見

男子表彰式　（30分）

女子表彰式　（30分）

女子決勝 15:30 ～ 女子決勝

男子準決勝

2/16
(日)

男子決勝 10:00 ～ 男子決勝

女子 ３ VS ４ 女子 １ VS ２

準決勝 15:00 ～ 18:00 女子準決勝

18:00 ～

2/15
(土)

プレーオフ 男子 １ VS ２ 男子 ３ VS ４

2/13
(木)

13:30 ～

18:00 ～

2/14
(金)

競技１7(女) 13:30 ～

競技18(男)

2/11
(火)

13:30 ～

18:00 ～

2/12
(水)

13:30 ～

18:00 ～

2/９
(日)

18:00 ～

2/10
(月)

13:30 ～

18:00 ～

男子９チーム、女子９チーム各スキップによる合同会見（～17:10）

E

開会式

第37回　全農 日本カーリング選手権大会
タ イ ム テ ー ブ ル

月　日 TIME
SHEET

B Ｃ Ｄ


