
８月７日（木）

１５：２０～１６：４０ ソロ競技予選（１８）

１７：１５～１８：００ ハイライト決勝・表彰（７）

８月８日(金）

１０：３０～１３：１０ デュエット競技予選（３１）

１４：００～１７：２０ チーム競技予選（３２）

８月９日（土）

１０：３０～ フィギュア競技（２５２）

８月１０日（日）

１０：３０～ 開始式

１１：００～１２：１０ ソロ決勝・表彰

１３：１５～１４：３０ デュエット決勝・表彰

１５：００～１６：２５ チーム決勝・表彰

日本チャレンジカップ2014

競技日程(予定）



フリー １３：０５ ～ １４：００

【関東１】　　　２クラブ　　　４７名 １４：００ ～ １４：５６
東京シンクロクラブ ＜２４＞

アクラブ調布 ＜３２＞

【関東２】　　　６クラブ　　　４３名 １４：５６ ～ １５：３８
アクラブ藤沢 ＜　９＞

オーシャンＳＳ ＜　４＞

ジョイフルＡＣ ＜１０＞

ＣＡＣスイミングスクール ＜　５＞

アテナアクアメイツ ＜１１＞

敷島シンクロ ＜　３＞

【北信越】　　　５クラブ　　　３２名　　　　　１５：３８ ～ １６：０９
新潟シンクロクラブ ＜　３＞

長野シンクロクラブ ＜　７＞

富山スイミングクラブ ＜　７＞

富山スイミングパレス ＜　７＞

金沢スイミングクラブ ＜　７＞

【東海.】　　　　４クラブ　　　３２名　　　　　１６：０９ ～ １６：４０
中森シンクロクラブ ＜　７＞

ｅｅｌ　ｓｙｎｃｈｒｏ浜松 ＜　４＞

ザ・クラブピア８８ ＜１６＞

みえシンクロ ＜　４＞

【近畿】　　　　３クラブ　　　４３名　　　　　 １６：４０ ～ １７：２７
京都踏水会 ＜１６＞

井村シンクロクラブ ＜２０＞

サンケイエスティ ＜１１＞

【近畿・中四国・九州】　８クラブ　３４名 １７：２７ ～ １８：１０
ＪＳＳ宝塚スイミングスクール ＜　７＞

児島水泳倶楽部 ＜　３＞

広島シンクロクラブ ＜　７＞

山口シンクロクラブ ＜　３＞

高知スイミングクラブ ＜　７＞

福岡シンクロクラブ ＜１０＞

長崎シンクロクラブ ＜　３＞

熊本シンクロクラブ ＜　３＞

【北海道・東北他】　４クラブ　２０名 １８：１０ ～ １８：３８
札幌シンクロクラブ ＜　７＞

盛岡SS ＜　７＞

パールシンクロ宮城 ＜　７＞

山形シンクロクラブ ＜　７＞

プレスイマー  

日本シンクロチャレンジカップ２０１４

８月　６日（水）　　曲かけ練習時間　[Ｓ：２　Ｄ：３　Ｔ：４　Ｈ：３]



　９：０５ ～ １０：００

【近畿】　　　　３クラブ　　　４３名　　　　　 １０：００ ～ １０：２９
京都踏水会 ＜１１＞

井村シンクロクラブ ＜１１＞

サンケイエスティ ＜　７＞

【関東１】　　　２クラブ　　　４７名 １０：２９ ～ １１：０５
東京シンクロクラブ ＜１５＞

アクラブ調布 ＜２１＞

【東海.】　　　　４クラブ　　　３２名　　　　　１１：０５ ～ １１：２７
中森シンクロクラブ ＜　７＞

ｅｅｌ　ｓｙｎｃｈｒｏ浜松 ＜　４＞

ザ・クラブピア８８ ＜　７＞

みえシンクロ ＜　４＞

【北信越】　　　５クラブ　　　３２名　　　　　１１：２７ ～ １１：５５
新潟シンクロクラブ ＜　３＞

長野シンクロクラブ ＜　７＞

富山スイミングクラブ ＜　４＞

富山スイミングパレス ＜　７＞

金沢スイミングクラブ ＜　７＞

【関東２】　　　６クラブ　　　４３名 １１：５５ ～ １２：３０
アクラブ藤沢 ＜　７＞

オーシャンＳＳ ＜　４＞

ジョイフルＡＣ ＜　７＞

ＣＡＣスイミングスクール ＜　３＞

アテナアクアメイツ ＜１１＞

敷島シンクロ ＜　３＞

１２：３０ １３：００
【近畿・中四国・九州】　８クラブ　３４名 １３：００ ～ １３：４３

ＪＳＳ宝塚スイミングスクール ＜　７＞

児島水泳倶楽部 ＜　３＞

広島シンクロクラブ ＜　７＞

山口シンクロクラブ ＜　３＞

高知スイミングクラブ ＜　７＞

福岡シンクロクラブ ＜１０＞

長崎シンクロクラブ ＜　３＞

熊本シンクロクラブ ＜　３＞

【北海道・東北他】　４クラブ　２０名 １３：４３ ～ １４：１１
札幌シンクロクラブ ＜　７＞

盛岡SS ＜　７＞

パールシンクロ宮城 ＜　７＞  
山形シンクロクラブ ＜　７＞

１４：２０ ～ １４：４０

日本シンクロチャレンジカップ２０１４

８月　７日（木）　　曲かけ練習時間　[Ｄ：３　Ｔ：４]

フリー

フリー

ハイライト出場順１回



メインプール ３０Ｍ外　競技エリア外 ダイビングプール サブプール

8月6日 　13：05～14：00　　フリー  13：05～18：45　フリー  13：05～18：45　フリー

（水） *会場設営のため使用制限あり *会場設営のため使用制限あり*会場設営のため使用制限あり

開門　13：00 　14：00～18：41　　曲かけ

閉門　19：00

8月7日 　　9：05～10：00　　フリー 　9：05～15：00　フリー 　9：05～18：15　フリー 　9：05～18：15　フリー

（木） 　10：00～14：11　曲かけ （競技中を除く）

＊但し  12：30～13：00　フリー

　14：20～14：40　HR出場順曲かけ

開門　　9：00 　14：40～15：00　Ｓのみ

閉門　18：30 　15:20～16:40 SFR予選

　17:15～18:00　 HR決勝

8月8日 　　9：05～　9：45　　フリー 　9：05～10：15　フリー 　9：05～17：45　フリー 　9：05～17：45　フリー

(金） 9：45～10：00　Ｄ（1～16） （競技中を除く）

開門　9：00  10：00～ 10：15　Ｄ（17～3１）

閉門　18：00 　10:30～13:10 DFR予選

 Ｄ終了後～13：45　Ｔ

　（１～16・17～32半分づつ）

　14:00～17:20 TFR予選

8月9日 　　9：05～17：45　　フリー 　　9：05～17：45　フリー 　9：05～10：20　Figのみ　9：05～17：45　フリー

(土） 10:30～      Fig競技

開門　9：00

閉門　18：00

8月10日 　　9：05～　9：45　　UP 　　9：05～　9：50　UP 　9：05～　　フリー 　9：05～　　フリー

(日） 　　9：45～ 10：00　　Sのみ 　　9：45～ 10：00　Ｄのみ （競技中を除く） （競技終了まで）

　10：00～ 10：15　　Dのみ 　10：00～ 10：15　Ｓのみ

　11:00～12:10 SFR決勝

開門　9：00 Ｓ終了後～12：35　Dのみ

　 12：35～13：00　Tのみ

閉門　17：00 　13:15～14:30 DFR決勝

　15:00～16:25 TFR決勝

＊競技の進行状況により、変更の可能性がありますので、ご注意下さい

日本シンクロチャレンジカップ２０１４

練習日程(予定）



(木）

10:00 ー 11:00 会議室

（木）

14:00 ー 15:00 会議室

　　　＊公認シンクロA・B級審判研修会　１１：３０－１３：３０

　　　＜フィギュアジャッジ会議　８月９日（土）　９：４５～　＞

（水） 午前10時30分以降に連盟ホームページにアップ

監督者会議

ジャッジ会議

フィギュア抽選

日本シンクロチャレンジカップ２０１４

会　議　日　程

8月7日

8月7日

8月6日


