
日時 日時
中四国・九州 齋藤　舞
中四国・九州 岡本　万柚子
中四国・九州 北野　千鶴

近畿 服部　優子
近畿 安原　綾菜
近畿 山根　七星
推薦 友滝　佳子
推薦 渡辺　真央

中部 近藤　里奈

中部 志水　里会 21:00～21:15

中部 田中　莉乃

東京 庄司　理紗

東京 苅田　梨菜

東京 梅田　莉奈

推薦 荻野　恵里沙

推薦 毛間内　かれん

関東 遠山　由華

関東 河西　歩果

関東 鈴木　春奈

東北・北海道 高橋　美葉 日時

東北・北海道 伊藤　高菜

東北・北海道 平井　千尋

推薦 阿久澤　恵深

推薦 加藤　玲海

9:00～9:15

中四国・九州 田中　刑事

中四国・九州 野本　駿介

中四国・九州 福井　玲央那

中四国・九州 波多野　祥英

中四国・九州 則松　亮 8:45～9:00

近畿 杉中　武知

近畿 山本　拓海

近畿 宮本　昌樹

近畿 石橋　健太

中部 吉野　晃平

東京 鈴木　拳太郎

東京 和田　由惟

東京 相澤　健

関東 磯崎　大介

関東 服部　瑛貴 10:45～11:00

関東 和山　哲誠 11:00～

関東 中島　将貴

関東 本田　宏樹

東北・北海道 増山　寛

東北・北海道 木村　真人

推薦 日野　龍樹

推薦 羽生　結弦

推薦 鈴木　潤

11:15～11:30

11:30～

※ 音楽はこの順番におかけいたします。

各公式練習と競技はグループの人数が異なりますので、間違えないよう注意してください。

公式練習は有料（B女・A男＝4,000円　B男・A女＝4,500円）です。つり銭のないよう用意して、

午前の練習時にお支払いください。抽選後のグループ分けは全て滑走順といたします。

順位の数値は推薦選手を除いた順位です。

  （例＝自分が４位で２位が推薦選手の場合、表の順位は３位となる）

２８日競技終了後の練習は音楽はおかけしません。２９日とはグループの人数が異なりますので注意してください。
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【公式練習】タイムスケジュール

20:00～20:20 B男子[Ⅰ]練習 滑走順　1～8

20:20～20:40 B男子[Ⅱ]練習

9:55～10:35 A男子[B]練習

7:35～8:10 B男子[B]練習

整氷

8:10～8:45 A女子[A]練習 滑走順　1～9

滑走順　9～17

B女子[B]練習

8:20～9:00 B女子[C]練習

整氷

21:15～21:35 A女子[Ⅱ]練習 滑走順　13～24

21:35～21:55 A女子[Ⅲ]練習

7:00～7:40 B女子[Ａ]練習

１０月　２８日（土） １０月　２８日（土）

20:40～21:00 A女子[Ⅰ]練習

滑走順　9～17

滑走順　1～12

滑走順　25～36

１０月　２９日（日）

7:00～7:35 B男子[A]練習 滑走順　1～8

9:00～9:35 A女子[B]練習 滑走順　10～18

整氷

整氷

競技開始

A男子[A]練習

A男子[C]練習

9:35～10:10 A女子[C]練習 滑走順　19～27

10:10～10:45 A女子[D]練習 滑走順　28～36

整氷

開会式・抽選

7:40～8:20

9:15～9:55

10:35～11:15



日時 日時
中四国・九州 1～3位

近畿 1～3位
推薦 友滝　佳子
推薦 渡辺　真央
中部 1～3位
東京 1～3位
推薦 荻野　恵里沙
推薦 毛間内　かれん

関東 1～3位

東北・北海道 1～3位 8:45～9:00

推薦 阿久澤　恵深

推薦 加藤　玲海

9:00～9:15

中四国・九州 1～5位

近畿 1～2位

近畿 3～4位

中部 吉野　晃平

東京 1～3位

関東 1～2位

関東 3～5位 10:45～11:00

東北・北海道 1～2位

推薦 日野　龍樹 B男子①
推薦 羽生　結弦 B男子②
推薦 鈴木　潤 B男子③

11:15～11:30 13:00～13:15

11:30～12:15 A女子①

A女子②

B女子① 14:40～14:55

B女子② A女子③
14:00～14:15 A女子④

B女子③ 16:20～16:35

B女子④ A女子⑤
15:35～15:50 A女子⑥

A男子① 18:30～19:00

A男子②
17:20～17:35

A男子③

A男子④
19:20～19:45

21:00～21:15

21:35～21:55 A女子[Ⅲ]練習 滑走順　25～36

表彰

20:00～20:20 B男子[Ⅰ]練習 滑走順　1～8

20:20～20:40 B男子[Ⅱ]練習 滑走順　9～17

20:40～21:00 A女子[Ⅰ]練習 滑走順　1～12

整氷

21:15～21:35 A女子[Ⅱ]練習 滑走順　13～24

競技開始

【Ｇ１】　1　～　5

【Ｇ２】　6　～　1111:00～13:00

【Ｇ３】　12　～　17

【Ｇ３】　12　～　17
【Ｇ４】　18　～　23

表彰・閉会式

13:15～14:40
【Ｇ１】　1　～　6

【Ｇ２】　7　～　12
整氷

14:55～16:20
【Ｇ３】　13　～　18

【Ｇ４】　19　～　24
整氷

16:35～18:00
整氷

15:50～17:20
【Ｇ１】　1　～　5

【Ｇ２】　6　～　11

整氷

開会式・抽選

B女子[Ａ]練習7:00～7:40

B女子[B]練習7:40～8:20

8:20～9:00 B女子[C]練習

9:15～9:55

A男子[B]練習

整氷

A男子[A]練習

9:55～10:35

10:35～11:15 A男子[C]練習

9:35～10:10 A女子[C]練習 滑走順　19～27

10:10～10:45 A女子[D]練習

競技開始

【Ｇ１】　1　～　6

整氷

17:35～19:05

【Ｇ２】　7　～　12
12:40～14:00

整氷

14:15～15:35
【Ｇ３】　13　～　18

【Ｇ４】　19　～　24

滑走順　28～36

9:00～9:35 A女子[B]練習 滑走順　10～18

滑走順　9～17

整氷

整氷

7:00～7:35 B男子[A]練習 滑走順　1～8

１０月　２８日（土） １０月　２９日（日）
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【競技】タイムスケジュール

【Ｇ５】　25　～　30
【Ｇ６】　31　～　36

7:35～8:10 B男子[B]練習

8:10～8:45 A女子[A]練習 滑走順　1～9

整氷


