
2016年4月9日（土）～10日（日）

主　催　総合型地域スポーツクラブ
　　　　NPO法人　あさまハイランドスポーツクラブ

クラブチャンピオンシップ
あさまリーグ最強のチームは？



1、主催 ＮＰＯ法人あさまハイランドスポーツクラブ

2、日時 2016年4月9日（土）～10日（日）

3、会場 カーリングホールみよた　　長野県北佐久郡御代田町草越1173-1735

4、参加チーム数 １0チーム程度

5、競技規則 社団法人日本カーリング協会競技規則による

一部オリジナルルール適応

6、競技方法 予選：リーグ戦　　　決勝トーナメント：各順位決定戦

7、参加資格 会員、その他

8、参加費 会員無料

非会員１人3,000円

参加費は当日受付時に徴収します。

なお、レセプション参加者の方には飲食代として別途3000円頂きます。

9、申し込み先 別紙申し込み用紙に必要事項を明記してFAXでお送りください。

10、締切 3月28日（月）

11、大会事務局 NPO法人あさまハイランドスポーツクラブ

長野県北佐久郡御代田町草越1173－1735

カーリングホールみよた事務局　山本・栗山

2015～2016　クラブチャンピオンシップ　大会要項



　　　・1位から3位まで表彰します。

　　　・試合前練習はありません。デリバリーのみOK。

　　　・試合前にトスにより、先攻・後攻を決めてください。

　　　・勝ち点、直接対決、抽選の順で順位を決めてください。

　　　・ハックを間違えても故意でなければ有効とします。

　　　・セルフジャッジでお願いします。

　　　・駐車場の舗装部分はチェアの方優先でお願いします。

　　　・80分5END　65分で鐘をならしますのでそのENDで終了します。

　　　・シープスキンとアイスメイクお手伝いお願いします。

　　　・チェアチームと対戦する際はストーン移動などのお手伝いお願いします。

　　　・チェアチームの試合により、ストーンを変更する場合があります。

　　　・ごみは各自でお持ち帰りお願いします。

クラチャンルール

　 　勝     ち          3点

　 　引き分け         1点

　 　負     け          0点

　　　・各チームの第1試合30分前には受付を済ませてください。



時間

8:30～

9:00～10:20

10:30～11:50

　　11:50～12:10

　　12:10～13:30

　　13:40～15:00

　　15:00～15:40

　　15:40～17:00

　　17:10～18:30

　　19:00～21:00

時間

8:00～9:20

9:30～10:50

　　10:50～11:10

　　11:10～12:30

　　12:40～14:00

　　14:00～14:40

　　14:40～16:00

　　16:10～17:30

　　17:30～ 閉会式

ボス

T7 T8 T9

T10 T11 T12

ペブル

T1 T2 T3

T4 T5 T6

MMC vs. VER T-shine vs. SWAT CC Jr. vs. タケンズ

ドラゴンズ vs. 634 ミネベア vs. 信州チェア 浅間GC  vs. なみはや

RR vs. オリオン Planets vs. 634 ドラゴンズ vs. 4Tune

開会式・交歓会(天狗の茶屋)

4月10日（日）

Ａ Ｂ Ｃ

Planets vs. 4Tune RR vs. SWAT T-shine vs. オリオン

ボス

なみはや vs. タケンズ MMC vs. 信州チェア ミネベア vs. VER

RR vs. T-shine 634 vs. 4Tune オリオン vs. SWAT

ペブル

信州チェア vs. VER 浅間GC  vs. タケンズ CC Jr. vs. なみはや

4月9日（土）

Ａ Ｂ Ｃ

受付開始

ミネベア vs. MMC 浅間GC vs. CC Jr. Planets vs. ドラゴンズ

タイムテーブル



A
1 2 3 4 勝ち点 順位

RR

T-shine

オリオン

SWAT

B
1 2 3 4 勝ち点 順位

ミネベアCC

MMC

信州チェア

VERTEX

c
1 2 3 4 勝ち点 順位

浅間GC

CCジュニア

タケンズ

なみはやるぼん

D
1 2 3 4 勝ち点 順位

Planets Mover

アイスドラゴンズ

東京634

4Tune

対戦組合せ



A4位

T3

B4位

C4位

T5

D4位

A3位

T7

D3位

B3位

T8

C3位

T2

D2位

T1L

T9 7位

T2L

T4L

T10 3位

T6L

A2位

T1

C2位

T12 5位

B2位

A1位

T4

B1位

T11 優勝

C1位

T6

D1位



チーム名

信州チェア
カーリングクラブ

飯島 秀一 市川 勝男 斉藤 あや子 和智 浩 大崎 浩明 鈴木 ひとみ

4Tune 河原 崇 河原 明美 栗林 清隆 佐久間 正和

浅間GC 砂連尾 佳司 土屋 栄衛 速水 孝夫 川島 隆

なみはやるぼん 辻 美奈子 影山 晃 高橋 留美 吉田 有希

オリオン 冨安 岳人 冨安 ゆかり 堀内 珠美 滝沢 裕実

Planets Mover 神蔵 昇 濱野 武範 佐藤 順一 西澤 隆雄 西森 一哉

タケンズ 岡 裕樹 大竹 秀多 上條 泰士 奈良 雄策 小林 務

T-shine 古清水 恵子 小宮山 奈月 市川 美香 吉村 京

チーム東京634 岡崎 隆 比田井 隆 中島 洋治 寺田 博之

アイスドラゴンズ 市川 智也 久保田 修磨 市川 義也 高橋 一輝 高橋 詩音

SWAT 若林 諒 山村 彩夏 末廣 賢 田中 駿

VERTEX 新井 朋二 蟹江 俊英 中野 繁一 鈴木 健二 藤上 忍

ミネベアCC 岩崎 賢二 斉藤 優也 真庭 寛典 山黒 陽哉 長谷川 正和

RR 栗山 博光 神林 択也 小泉 聡 狩野 健士

MMC 小宮山 遼 古越 一輝 輿水 晃  

CCジュニア 池田 貴璃子 小宮山 凛 吉村 菜桜 竹内 咲智華

出場チーム

登録者名簿


