
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10:00 ～ 山形 福島① 栃木① 群馬 埼玉① 東京 富山 石川 長野 福井 福島② 栃木② 埼玉②

11:00 ～ 青森① 秋田 岩手 宮城 茨城 千葉 神奈川 山梨 静岡 愛知 青森②

12:00 ～ 岐阜 三重 滋賀 兵庫 大阪① 京都 奈良 和歌山 岡山① 山口① 大阪② 岡山② 山口②

13:00 ～ 広島 鳥取 島根 香川 徳島 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎

14:00 ～ 北北海道 南北海道 大分 宮崎 熊本① 鹿児島 沖縄 新潟 新潟 熊本②

15:00 ～

16:00 ～

タ イ ム テ ー ブ ル　【 9月20日（金） 競技前日】

※第２会場（秋葉区総合体育館）での練習はありません. ※選手１２名を超えた都道府県には、サ
ブアリーナ１コートを割り当てる.

開　　会　　式　(於 メインアリーナ）

新潟市東総合スポーツセンター　メインアリーナ

代　表　者　会　議　（於 研修室）

サブアリーナ

練 習 割 当



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8:00 ～ 8:10 沖縄 鹿児島 熊本 宮崎 大分 長崎 佐賀 福岡 高知 愛媛 徳島 香川 島根 鳥取

8:10 ～ 8:20 広島 山口 岡山 和歌山 奈良 京都 大阪 兵庫 滋賀 三重 岐阜 愛知 静岡 福井

8:20 ～ 8:30 長野 石川 富山 山梨 神奈川 千葉 茨城 東京 埼玉 群馬 栃木 福島 山形 宮城

8:30 ～ 8:40 岩手 秋田 青森 南北海道 北北海道 新潟

9:00 ～ ｂｓ１ ｂｓ２ ｂｓ３ ｂｓ４ ｂｓ５ ｂｓ６ ｂｓ７ ｂｓ８ ｂｓ９ ｂｓ１０ ｂｓ１１ ｂｓ１２ ｂｓ１３ ｂｓ１４

(9:40) ～ ｂｓ１５ ｂｓ１６ ｂｓ１７ ｂｓ１８ ｂｓ１９ ｂｓ２０ ｂｓ２１ ｂｓ２２ ｂｓ２３ ｂｓ２４ ｂｓ２５ ｂｓ２６ ｂｓ２７ ｂｓ２８

(10:20) ～ ｂｓ２９ ｂｓ３０ ｂｓ３１ ｂｓ３２ ｂｓ３３ ｂｓ３４ ｂｓ３５ ｂｓ３６ ｂｓ３７ ｂｓ３８ ｂｓ３９ ｂｓ４０ ｂｓ４１ ｂｓ４２

(11:00) ～ ｂｓ４３ ｂｓ４４ ｂｓ４５ ｂｓ４６ ｂｓ４７ ｂｓ４８ ｇｓ１ ｇｓ２ ｇｓ３ ｇｓ４ ｇｓ５ ｇｓ６ ｇｓ７ ｇｓ８

(11:40) ～ ｇｓ９ ｇｓ１０ ｇｓ１１ ｇｓ１２ ｇｓ１３ ｇｓ１４ ｇｓ１５ ｇｓ１６ ｇｓ１７ ｇｓ１８ ｇｓ１９ ｇｓ２０ ｇｓ２１ ｇｓ２２

(12:20) ～ ｇｓ２３ ｇｓ２４ ｇｓ２５ ｇｓ２６ ｇｓ２７ ｇｓ２８ ｇｓ２９ ｇｓ３０ ｇｓ３１ ｇｓ３２ ｇｓ３３ ｇｓ３４ ｇｓ３５ ｇｓ３６

(13:00) ～ ｇｓ３７ ｇｓ３８ ｇｓ３９ ｇｓ４０ ｇｓ４１ ｇｓ４２ ｇｓ４３ ｇｓ４４ ｇｓ４５ ｇｓ４６ ｇｓ４７ ｇｓ４８ ｂｓ４９ ｂｓ５０

(13:40) ～ ｂｓ５１ ｂｓ５２ ｂｓ５３ ｂｓ５４ ｂｓ５５ ｂｓ５６ ｂｓ５７ ｂｓ５８ ｂｓ５９ ｂｓ６０ ｂｓ６１ ｂｓ６２ ｂｓ６３ ｂｓ６４

(14:20) ～ ｂｓ６５ ｂｓ６６ ｂｓ６７ ｂｓ６８ ｂｓ６９ ｂｓ７０ ｂｓ７１ ｂｓ７２ ｂｓ７３ ｂｓ７４ ｂｓ７５ ｂｓ７６ ｂｓ７７ ｂｓ７８

(15:00) ～ ｂｓ７９ ｂｓ８０ ｇｓ４９ ｇｓ５０ ｇｓ５１ ｇｓ５２ ｇｓ５３ ｇｓ５４ ｇｓ５５ ｇｓ５６ ｇｓ５７ ｇｓ５８ ｇｓ５９ ｇｓ６０

(15:40) ～ ｇｓ６１ ｇｓ６２ ｇｓ６３ ｇｓ６４ ｇｓ６５ ｇｓ６６ ｇｓ６７ ｇｓ６８ ｇｓ６９ ｇｓ７０ ｇｓ７１ ｇｓ７２ ｇｓ７３ ｇｓ７４

(16:20) ～ ｇｓ７５ ｇｓ７６ ｇｓ７７ ｇｓ７８ ｇｓ７９ ｇｓ８０

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9:00 ～ 9:10 北北海道 南北海道 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 栃木 群馬 埼玉 東京

9:10 ～ 9:20 茨城 千葉 神奈川 山梨 富山 石川 長野 福井 静岡 愛知 岐阜 三重

9:20 ～ 9:30 滋賀 兵庫 大阪 京都 奈良 和歌山 岡山 山口 広島 鳥取 島根 香川

9:30 ～ 9:40 徳島 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄 新潟

10:00 ～ ＢＤ１ ＢＤ２ ＢＤ３ ＢＤ４ ＢＤ５ ＢＤ６ ＢＤ７ ＢＤ８ ＢＤ９ ＢＤ１０ ＢＤ１１ ＢＤ１２

(10:40) ～ ＢＤ１３ ＢＤ１４ ＢＤ１５ ＢＤ１６ ＢＤ１７ ＢＤ１８ ＢＤ１９ ＢＤ２０ ＢＤ２１ ＢＤ２２ ＧＤ１ ＧＤ２

(11:20) ～ ＧＤ３ ＧＤ４ ＧＤ５ ＧＤ６ ＧＤ７ ＧＤ８ ＧＤ９ ＧＤ１０ ＧＤ１１ ＧＤ１２ ＧＤ１３ ＧＤ１４

(12:00) ～ ＧＤ１５ ＧＤ１６ ＧＤ１７ ＧＤ１８ ＧＤ１９ ＧＤ２０ ＢＤ２３ ＢＤ２４ ＢＤ２５ ＢＤ２６ ＢＤ２７ ＢＤ２８

(12:40) ～ ＢＤ２９ ＢＤ３０ ＢＤ３１ ＢＤ３２ ＢＤ３３ ＢＤ３４ ＢＤ３５ ＢＤ３６ ＢＤ３７ ＢＤ３８ ＧＤ２１ ＧＤ２２

(13:20) ～ ＧＤ２３ ＧＤ２４ ＧＤ２５ ＧＤ２６ ＧＤ２７ ＧＤ２８ ＧＤ２９ ＧＤ３０ ＧＤ３１ ＧＤ３２ ＧＤ３３ ＧＤ３４

(14:00) ～ ＧＤ３５ ＧＤ３６ ＢＤ３９ ＢＤ４０ ＢＤ４１ ＢＤ４２ ＢＤ４３ ＢＤ４４ ＢＤ４５ ＢＤ４６ ＧＤ３７ ＧＤ３８

(14:40) ～ ＧＤ３９ ＧＤ４０ ＧＤ４１ ＧＤ４２ ＧＤ４３ ＧＤ４４ ＢＤ４７ ＢＤ４８ ＢＤ４９ ＢＤ５０ ＧＤ４５

(15:20) ～ ＧＤ４６ ＧＤ４７ ＧＤ４８

１　～　１２競 技

新潟市秋葉区総合体育館　メインアリーナ

新潟市東総合スポーツセンター　メインアリーナ サブアリーナ

練 習 割 当

練 習 割 当

タ イ ム テ ー ブ ル　【 9月21日（土） 競技１日目】

１　～　１４競 技



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7:30 ～ 7:40 北北海道 南北海道 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 栃木 群馬 埼玉 東京 茨城 千葉

7:40 ～ 7:50 神奈川 山梨 富山 石川 長野 福井 静岡 愛知 岐阜 三重 滋賀 兵庫 大阪 京都

7:50 ～ 8:00 奈良 和歌山 岡山 山口 広島 鳥取 島根 香川 徳島 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎

8:00 ～ 8:10 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄 新潟

8:30 ～ ＢＳ１ ＢＳ２ ＢＳ３ ＢＳ４ ＢＳ５ ＢＳ６ ＢＳ７ ＢＳ８ ＢＳ９ ＢＳ１０ ＢＳ１１ ＧＳ１ ＧＳ２ ＧＳ３

(9:10) ～ ＧＳ４ ＧＳ５ ＧＳ６ ＧＳ７ ＧＳ８ ＧＳ９ ＧＳ１０ ＧＳ１１ ｂｓ８１ ｂｓ８２ ｂｓ８３ ｂｓ８４ ｂｓ８５ ｂｓ８６

(9:50) ～ ｂｓ８７ ｂｓ８８ ｂｓ８９ ｂｓ９０ ｂｓ９１ ｂｓ９２ ｂｓ９３ ｂｓ９４ ｂｓ９５ ｂｓ９６ ｇｓ８１ ｇｓ８２ ｇｓ８３ ｇｓ８４

(10:30) ～ ｇｓ８５ ｇｓ８６ ｇｓ８７ ｇｓ８８ ｇｓ８９ ｇｓ９０ ｇｓ９１ ｇｓ９２ ｇｓ９３ ｇｓ９４ ｇｓ９５ ｇｓ９６ ＢＳ１２ ＢＳ１３

(11:10) ～ ＢＳ１４ ＢＳ１５ ＢＳ１６ ＢＳ１７ ＢＳ１８ ＢＳ１９ ＢＳ２０ ＢＳ２１ ＢＳ２２ ＢＳ２３ ＢＳ２４ ＢＳ２５ ＢＳ２６ ＢＳ２７

(11:50) ～ ＢＳ２８ ＢＳ２９ ＢＳ３０ ＢＳ３１ ＢＳ３２ ＢＳ３３ ＢＳ３４ ＢＳ３５ ＢＳ３６ ＢＳ３７ ＢＳ３８ ＢＳ３９ ＢＳ４０ ＢＳ４１

(12:30) ～ ＢＳ４２ ＢＳ４３ ＧＳ１２ ＧＳ１３ ＧＳ１４ ＧＳ１５ ＧＳ１６ ＧＳ１７ ＧＳ１８ ＧＳ１９ ＧＳ２０ ＧＳ２１ ＧＳ２２ ＧＳ２３

(13:10) ～ ＧＳ２４ ＧＳ２５ ＧＳ２６ ＧＳ２７ ＧＳ２８ ＧＳ２９ ＧＳ３０ ＧＳ３１ ＧＳ３２ ＧＳ３３ ＧＳ３４ ＧＳ３５ ＧＳ３６ ＧＳ３７

(13:50) ～ ＧＳ３８ ＧＳ３９ ＧＳ４０ ＧＳ４１ ＧＳ４２ ＧＳ４３ ｂｓ９７ ｂｓ９８ ｂｓ９９ ｂｓ１００ ｂｓ１０１ ｂｓ１０２ ｂｓ１０３ ｂｓ１０４

(14:30) ～ ｇｓ９７ ｇｓ９８ ｇｓ９９ ｇｓ１００ ｇｓ１０１ ｇｓ１０２ ｇｓ１０３ ｇｓ１０４ ＢＳ４４ ＢＳ４５ ＢＳ４６ ＢＳ４７ ＢＳ４８ ＢＳ４９

(15:10) ～ ＢＳ５０ ＢＳ５１ ＢＳ５２ ＢＳ５３ ＢＳ５４ ＢＳ５５ ＢＳ５６ ＢＳ５７ ＢＳ５８ ＢＳ５９ ＧＳ４４ ＧＳ４５ ＧＳ４６ ＧＳ４７

(15:50) ～ ＧＳ４８ ＧＳ４９ ＧＳ５０ ＧＳ５１ ＧＳ５２ ＧＳ５３ ＧＳ５４ ＧＳ５５ ＧＳ５６ ＧＳ５７ ＧＳ５８ ＧＳ５９ ｂｓ１０５ ｂｓ１０６

(16:30) ～ ｂｓ１０７ ｂｓ１０８ ｇｓ１０５ ｇｓ１０６ ｇｓ１０７ ｇｓ１０８ ＢＳ６０ ＢＳ６１ ＢＳ６２ ＢＳ６３ ＢＳ６４ ＢＳ６５ ＢＳ６６ ＢＳ６７

(17:10) ～ ＧＳ６０ ＧＳ６１ ＧＳ６２ ＧＳ６３ ＧＳ６４ ＧＳ６５ ＧＳ６６ ＧＳ６７ ＢＳ６８ ＢＳ６９ ＢＳ７０ ＢＳ７１

(17:50) ～ ＧＳ６８ ＧＳ６９ ＧＳ７０ ＧＳ７１

新潟市東総合スポーツセンター　メインアリーナ サブアリーナ

１　～　１４競 技

練 習 割 当

タ イ ム テ ー ブ ル　【 9月22日（日） 競技２日目】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8:00 ～ 8:20 ＢＤ５１ ＢＤ５２ ＧＤ４９ ＧＤ５０

8:20 ～ 8:40 ＢＳ７２ ＢＳ７３ ＧＳ７２ ＧＳ７３ ｂｓ１０９ ｂｓ１１０ ｇｓ１０９ ｇｓ１１０

9:00 ～ ｂｓ１０９ ｂｓ１１０ ｇｓ１０９ ｇｓ１１０ ＢＤ５１ ＢＤ５２ ＧＤ４９ ＧＤ５０

gs１１１ bs１１１ ＢＳ７２ ＢＳ７３ ＧＳ７２ ＧＳ７３

ＢＤ５３ ＧＤ５１

ＢＳ７４ ＧＳ７４

14:00 ～ (予定)

タ イ ム テ ー ブ ル　【 9月23日（月祝） 競技最終日】

表彰式　　閉会式

新潟市東総合スポーツセンター　メインアリーナ

１　～　１０

練 習 割 当

競 技

サブアリーナ
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