コート別 実施階級一覧
Aコート （全13階級）

Bコート（全11階級）

Cコート（全11階級）

Dコート（全21階級）

実施階級

実施階級

実施階級

実施階級

小学5年 男子 上級（軽量級）
小学5年 男子 上級 （重量級）
小学6年 男子 上級 （軽量級)
小学6年 男子 上級 （重量級）
中学1年 男子 上級 （軽量級）
中学1年 男子 上級 （中・重 合同）
中学2.3年 男子 上級（軽・中 合同）
中学2.3年 男子 上級（重量級）

小学5年 男子 中級
小学6年 男子 中級
中学1.2年 男子 初・中級 （軽・重 合同）

中学2.3年 男子 中級（重量級）
小学4年 男子 上級（軽量級）
小学4年 男子 上級（重量級）
小学5.6年 女子 上級（軽・重 合同）
中学 女子 上級（軽量級）
マスターズ 男子 U39 上級（中量級）-75㎏ 中学 女子 上級（中・重 合同）
マスターズ 男子 U49 上級（中量級）-75㎏ 学生 （重量級）+70㎏
マスターズ 男子 U49 上級（重量級）+75㎏ 学生 （軽・中量級 合同）-70㎏
マスターズ 女子 上級 （重量級）
一般女子 上級（重量級）

小学1.2年 女子 中級
小学2年 男子 中級
小学3.4年 女子 中級
小学3年 男子 中級
小学4年 男子 中級
小学5.6年 女子 中級
小学1年 男子 中・上級
小学1.2年 女子 上級
小学2年 男子 上級
小学3年 男子 上級
小学3.4年 女子 上級（軽・重 合同）

幼年（男女混合）チャレンジクラス
幼年（男女混合）中・上級クラス
小学1.2年 女子 チャレンジクラス
小学1.2年 女子 初級
小学1年 男子 初級
小学2年 男子 初級
小学3年 女子 チャレンジクラス
小学4年 女子 チャレンジクラス
小学3.4年 女子 初級
小学3年 男子 初級
小学4年 男子 初級 予選
小学5.6年 女子 チャレンジクラス
小学5.6年 女子 初級
小学5年 男子 初級
小学6年 男子 初級 予選
中学1.2年 女子 初・中級 予選
中学1.2年 男子 チャレンジクラス
シニア 女子 初級（軽・重 合同）
マスター女子 初級 （軽・重 合同）
マスターズ

男子

U49

初級（中・重量級 合同）

マスターズ

男子

U59

初級（中・重量級 合同）

Eコート（全6階級）
実施階級

小学1年 男子 チャレンジクラス
小学2年 男子 チャレンジクラス
小学3年 男子 チャレンジクラス
小学4年 男子 チャレンジクラス
小学5年 男子 チャレンジクラス
小学6年 男子 チャレンジクラス

コート別 試合進行表
Aコート （全84試合）

コート

Bコート（全96試合）

実施階級

Cコート（全98試合）

時間

試合番号

実施階級

10:30

A-1

小学5年生 男子 軽量級 上級クラス

B-1

小学5年生 男子 中級クラス

C-1

11:00

A-9

マスターズU49 中量級

B-9

小学6年生 男子 中級クラス

C-11 小学3年生 男子 中級クラス

11:30

A-16 小学6年生 男子 軽量級 上級クラス

B-17 小学5年生 男子 中級クラス

12:00

A-23 小学6年生 男子 重量級 上級クラス

B-25 小学6年生 男子 中級クラス

試合番号

上級

試合番号

Dコート（全83試合）

実施階級

試合番号

小学3年生 男子 中級クラス

D-1

Eコート（全92試合）

実施階級

試合番号

小学3年生 男子 初級クラス

実施階級

E-1

小学2年生 男子チャレンジクラス

D-10 小学1.2年生 女子 チャレンジクラス

E-9

小学3年生 男子 チャレンジクラス

C-19 小学4年生 男子 中級クラス

D-18 小学3年生 男子 初級クラス

E-16

小学3年生 男子 チャレンジクラス

C-27 小学3年生 男子 上級クラス

D-26 小学6年生 男子 初級クラス

E-25

小学1年生 男子 チャレンジクラス

昼休憩 30分

12:30
13:00

A-31 中学2.3年生 男子 軽・中量級 上級クラス

B-33 小学5年生 男子 中級クラス

C-35 小学3.4年生 女子 中級クラス

D-32 幼年（男女混合） チャレンジクラス

準決勝

E-32

小学2年生 男子チャレンジクラス

13:30

A-38 マスターズU49 中量級

上級

B-41 中学1.2年生 男子 軽・中量級 初・中級クラス

C-42 小学4年生 男子 中級クラス

D-38 小学2年生 男子 初級クラス

準決勝

E-39

小学3年生 男子 チャレンジクラス

14:00

A-42 マスターズU49 重量級

上級

B-49 小学4年生 男子 重量級 上級クラス

C-49 小学1.2年生 男子 中・上級クラス

D-44 小学3.4年生 女子 初級クラス

準決勝

E-47

小学4年生 男子 チャレンジクラス

14:30

A-47 小学5年生 男子 軽量級 上級クラス

準決勝

B-60 学生 軽・中量級

C-59 小学3.4年生 女子 軽・重量級 上級クラス

D-50 小学5.6年生 女子 チャレンジクラス

準決勝

E-54

小学1年生 男子 チャレンジクラス

15:00

A-53 小学6年生 男子 重量級 上級クラス

準決勝

B-65 小学6年生 男子 中級クラス

準決勝

C-66 小学1.2年生 女子 中級クラス

準決勝

D-56 小学6年生 男子 初級クラス

準決勝

E-61

小学3年生 男子 チャレンジクラス

15:30

A-59 中学2.3年生 男子 軽・中量級 上級クラス

準決勝

B-71 小学4年生 男子 重量級 上級クラス

準決勝

C-72 小学3年生 男子 中級クラス

準決勝

D-61 マスターズU49 中・重量級 初級クラス 準決勝

E-68

小学4年生 男子 チャレンジクラス

16:00

A-64 マスターズU49 中量級

準決勝

B-77 中学1.2年生 女子 軽量級 上級クラス

準決勝

C-78 小学1.2年生 男子 中・上級クラス

準決勝

D-66 小学1.2年生 女子 初級クラス

決勝

E-75

小学1年生 男子 チャレンジクラス

準決勝

16:30

A-69 一般女子 重量級

準決勝

B-82 学生 軽・中量級

準決勝

C-84 小学3.4年生 女子 軽・重量級 上級クラス 準決勝

D-72 小学3年生 男子 初級クラス

決勝

E-81

小学4年生 男子 チャレンジクラス

準決勝

17:00

A-74 小学6年生 男子 重量級 上級クラス

決勝

B-87 中学2.3年生 男子 重量級 中級クラス

決勝

C-90 小学3.4年生 女子 中級クラス

決勝

D-78 中学1.2年生 男子 チャレンジクラス

決勝

E-87

小学1年生 男子 チャレンジクラス

決勝

17:30

A-80 マスターズU49 中量級

決勝

B-93 学生 重量級

3位決定戦

C-96 小学2年生 男子 上級クラス

決勝

D-83 マスターズU59 中・重量級 初級クラス 決勝

E-92

小学6年生 男子 チャレンジクラス

決勝

上級

上級

試合終了

18:00

終了予定

上級

A

18:00

B

18:00

C

17:45

D

17:40

E

17:35

試合終了

試合終了

試合終了

試合終了

