
2022年7月14日　現在
1日目 2022年9月3日(土) （日の出5:17／日の入18:08）
開始 種目名 カテゴリ 区分 開始 種目名 カテゴリ 区分

6:30

7:00 検温等受付

7:30

9:00 ボードレース （高校女子） 予選 9:00 ニッパーボードレース （小1,2年女子） 予選

9:15 ニッパーボードレース （小1,2年男子） 予選

9:30 ボードレース （高校男子） 予選 9:30 ニッパーボードレース （小3,4年女子） 予選

9:45 ニッパーボードレース （小3,4年男子） 予選

10:15 ニッパーボードレース （小5,6年女子） 予選

10:25 ボードレース （マスターズ23-32歳女子） 予選

10:30 ニッパーボードレース （小5,6年男子） 予選

10:50 ボードレース （マスターズ23-32歳男子） 予選

11:10 ウェーディングレース （小1,2年女子） 予選

11:20 ウェーディングレース （小1,2年男子） 予選

11:30 ボードレース （マスターズ33歳以上男子） 予選 11:30 （昼休憩）

11:55 （昼休憩）

12:20 ニッパーボードレース （小1,2年女子） 決勝

12:30 ニッパーボードレース （小1,2年男子） 決勝

12:40 ニッパーボードレース （小3,4年女子） 決勝

12:45 サーフレース （高校女子） 予選

12:50 ニッパーボードレース （小3,4年男子） 決勝

13:05 サーフレース （高校男子） 予選

13:15 ニッパーボードレース （小5,6年女子） 決勝

13:25 ニッパーボードレース （小5,6年女子） 決勝

13:35 ニッパーボードレース （小5,6年男子） 決勝

13:40 ボードレスキュー （マスターズ23-32歳女子） 予選

14:00 ボードレスキュー （マスターズ23-32歳男子） 予選 14:00 ウェーディングレース （小1,2年女子） 決勝

14:05 ウェーディングレース （小1,2年女子） 決勝

14:20 ボードレスキュー （マスターズ33歳以上男子） 予選 14:20 ランスイムラン （小3,4年女子） 決勝

14:30 ランスイムラン （小3,4年男子） 決勝

14:50 ランスイムラン （小5,6年女子） 決勝

14:55 ボードレスキュー （高校女子） 予選

15:00 ランスイムラン （小5,6年男子） 決勝

15:15 ボードレスキュー （高校男子） 予選

15:25 ニッパーボードリレー （小3,4,5,6男女混合可） 決勝

15:50 ボードレース （マスターズ23-32歳女子） 決勝

15:55 タップリンリレー （小1,2,3,4男女混合可） 決勝

16:00 ボードレース （マスターズ23-32歳男子） 決勝

16:10 ボードレース （マスターズ33歳以上女子） 決勝 16:10 タップリンリレー （小6以下女子） 決勝

16:20 ボードレース （マスターズ33歳以上男子） 決勝

16:25 タップリンリレー （小6以下男子） 決勝

16:30 ボードレース （高校女子） 決勝

16:45 ボードレース （高校男子） 決勝

17:00

全日本ジュニア/ユース/マスターズ選手権大会2022（サーフ）　〔外浦海岸〕

参考タイムテーブル

※タイムテーブルは天候やエントリー数によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

安全役員会議/実行委員会

審判員・スタッフ会議

サーフA サーフB

競技終了



2022年7月14日　現在

全日本ジュニア/ユース/マスターズ選手権大会2022（サーフ）　〔外浦海岸〕

参考タイムテーブル

※タイムテーブルは天候やエントリー数によって変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2日目 2022年9月4日(日) （日の出5:18／日の入18:07）

開始 種目名 カテゴリ 区分 開始 種目名 カテゴリ 区分

6:30

7:00 検温等受付

7:30

9:00 サーフスキーレース （マスターズ23-32歳女子） 予選 9:00 ニッパーボードレース （中学女子） 予選

9:15 サーフスキーレース （マスターズ23-32歳男子） 予選

9:20 ニッパーボードレース （中学男子） 予選

9:30 サーフスキーレース （マスターズ33歳以上男子） 予選

9:55 サーフレース （高校女子） 決勝

10:00 サーフレース （マスターズ23-32歳女子） 決勝

10:05 サーフレース （高校男子） 決勝

10:10 サーフレース （マスターズ23-32歳男子） 決勝

10:15 サーフレース （中学女子） 決勝

10:20 サーフレース （マスターズ33歳以上女子） 決勝

10:25 サーフレース （中学男子） 決勝

10:30 サーフレース （マスターズ33歳以上男子） 決勝

10:50 ボードレスキュー （高校女子） 決勝

10:55 ボードレスキュー （マスターズ23-32歳女子） 決勝

11:00 ボードレスキュー （高校男子） 決勝

11:05 ボードレスキュー （マスターズ23-32歳男子） 決勝

11:15 ボードレスキュー （マスターズ33歳以上女子） 決勝

11:25 ボードレスキュー （マスターズ33歳以上男子） 決勝 11:25 ニッパーボードレース （中学女子） 決勝

11:35 ニッパーボードレース （中学男子） 決勝

11:50 サーフスキーレース （マスターズ23-32歳女子） 決勝

12:00 サーフスキーレース （マスターズ23-32歳男子） 決勝 12:00 レスキューチューブレスキュー （高校女子） 決勝

12:10 サーフスキーレース （マスターズ33歳以上女子） 決勝

12:15 レスキューチューブレスキュー （高校男子） 決勝

12:20 サーフスキーレース （マスターズ33歳以上男子） 決勝

12:30 （昼休憩） 12:30 （昼休憩）

13:20 サーフスキーレース （高校女子） 決勝 13:20 タップリンリレー （中学女子） 決勝

13:35 サーフスキーレース （高校男子） 決勝 13:35 タップリンリレー （中学男子） 決勝

14:05 オーシャンウーマンリレー （マスターズ23-32歳女子） 決勝 14:05 ユースオーシャンウーマン （高校女子） 決勝

14:20 オーシャンマンリレー （マスターズ23-32歳男子） 決勝 14:20 ユースオーシャンマン （高校男子） 決勝

14:35 オーシャンウーマンリレー （マスターズ33歳以上女子） 決勝

14:50 オーシャンマンリレー （マスターズ33歳以上男子） 決勝 14:50 タップリンリレー （高校女子） 決勝

15:05 タップリンリレー （高校男子） 決勝

15:20 競技終了

安全役員会議/実行委員会

審判員・スタッフ会議

サーフA サーフB


