
平成２８年９月１６日（金）平成２８年９月１６日（金）平成２８年９月１６日（金）平成２８年９月１６日（金）

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

10:00 ～ 10:30 愛媛 愛媛 高知 徳島 香川 山口 愛媛 愛媛 高知 徳島 香川 香川

10:30 ～ 11:00 広島 岡山 島根 鳥取 沖縄 鹿児島 山口 山口 広島 岡山 島根 鳥取

11:00 ～ 11:30 宮崎 宮崎 大分 熊本 熊本 長崎 沖縄 鹿児島 宮崎 宮崎 大分 熊本

11:30 ～ 12:00 佐賀 福岡 和歌山 奈良 兵庫 大阪 熊本 長崎 佐賀 福岡 和歌山 奈良

12:00 ～ 12:30 京都 滋賀 岐阜 三重 愛知 静岡 兵庫 大阪 大阪 京都 滋賀 岐阜

12:30 ～ 13:00 山梨 神奈川 東京 千葉 埼玉 埼玉 三重 愛知 静岡 山梨 神奈川 東京

13:00 ～ 13:30 群馬 栃木 茨城 茨城 福井 石川 千葉 埼玉 埼玉 群馬 栃木 茨城

13:30 ～ 14:00 富山 長野 新潟 福島 福島 山形 福井 石川 富山 長野 新潟 福島

14:00 ～ 14:30 秋田 宮城 岩手 青森 青森 予備 福島 福島 山形 秋田 宮城 岩手

14:30 ～ 15:00 北海道北海道 予備 予備 予備 予備 青森 北海道北海道 予備 予備 予備

　※予備コートは、やむを得ない理由（交通機関の遅れ等）で公式練習に間に合わない選手に使用します。
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10:20 ～ 10:45 　 愛媛 高知 徳島 香川 　 愛媛 高知 徳島 香川

10:45 ～ 11:10 山口 広島 岡山 島根 鳥取 山口 広島 岡山 島根 鳥取

11:10 ～ 11:35 沖縄 鹿児島 宮崎 宮崎 大分 沖縄 鹿児島 宮崎 宮崎 大分

11:35 ～ 12:00 熊本 熊本 長崎 佐賀 福岡 熊本 熊本 長崎 佐賀 福岡

12:00 ～ 12:25 和歌山 奈良 兵庫 大阪 京都 和歌山 奈良 兵庫 大阪 京都

12:25 ～ 12:50 滋賀 岐阜 三重 愛知 静岡 滋賀 岐阜 三重 愛知 静岡

12:50 ～ 13:15 山梨 神奈川 東京 千葉 埼玉 山梨 神奈川 東京 千葉 埼玉

13:15 ～ 13:40 群馬 栃木 茨城 福井 石川 群馬 栃木 茨城 福井 石川

13:40 ～ 14:05 富山 長野 新潟 福島 山形 富山 長野 新潟 福島 山形

14:05 ～ 14:30 秋田 宮城 岩手 青森 北海道 秋田 宮城 岩手 青森 北海道

時間
ジュニア新人（男子）ジュニア新人（男子）ジュニア新人（男子）ジュニア新人（男子） ジュニア新人（女子）ジュニア新人（女子）ジュニア新人（女子）ジュニア新人（女子）

JOCジュニアオリンピックカップ　第35回全日本ジュニアバドミントン選手権大会JOCジュニアオリンピックカップ　第35回全日本ジュニアバドミントン選手権大会JOCジュニアオリンピックカップ　第35回全日本ジュニアバドミントン選手権大会JOCジュニアオリンピックカップ　第35回全日本ジュニアバドミントン選手権大会
公式練習　タイムテーブル（１）公式練習　タイムテーブル（１）公式練習　タイムテーブル（１）公式練習　タイムテーブル（１）

会場

コート

コート
時間

会場

ジュニア（女子）ジュニア（女子）ジュニア（女子）ジュニア（女子）

愛媛県　総合運動公園体育館愛媛県　総合運動公園体育館愛媛県　総合運動公園体育館愛媛県　総合運動公園体育館

砥部町　陶街道ゆとり公園体育館砥部町　陶街道ゆとり公園体育館砥部町　陶街道ゆとり公園体育館砥部町　陶街道ゆとり公園体育館

ジュニア（男子）ジュニア（男子）ジュニア（男子）ジュニア（男子）


