第27回日・韓・中ジュニア交流競技会
競技日程（予定）
令和元年7月31日現在

競技日程は現地で変更となる場合がありますので、通訳を通じて都度確認・調整のほどお願いいたします
競技

会場

ホテルからの
距離
所要時間
（車）

陸上競技

長郡双語中学校

21km
45分

練習
08:30～11:30

競技
08:30～11:30

サッカー

賀龍体育センター

8km
30分

競技
09:00 中国vs日本（メイングラウンド）
09:00 韓国vs長沙 （サブグラウンド）

練習
09:00～10:30 韓国・日本
14:30～16:00 中国・長沙

テニス

湖南省テニスセンター

3.5km
10分

練習
08:30～10:00 中国・長沙
10:00～12:00 韓国・日本

09:00 中 vs 日（男女）

09:00 中 vs 長（(男女）

09:00 中 vs 韓（男女）

14:00 韓 vs 長（男女）

14:00 日 vs 韓（男女）

14:00 日 vs 長(男女）

09:30 日 vs 長（男子）

09:30 中 vs 長（男子）

09:30 韓 vs 長（男子）

11:00 中 vs 韓（男子）

11:00 日 vs 韓（男子）

11:00 中 vs 日（男子）

13:30 日 vs 長（女子）

13:30 中 vs 長（女子）

13:30 韓 vs 長（女子）

15:00 中 vs 韓（女子）

15:00 日 vs 韓（女子）

15:00 中 vs 日（女子）

09:00 韓 vs 日（女子）

09:00 日 vs 長（女子）

09:00 韓 vs 長（女子）

10:30 韓 vs 日（男子）

10:30 日 vs 長（男子）

10:30 韓 vs 長（男子）

14:00 中 vs 長（女子）

14:00 中 vs 韓（女子）

14:00 中 vs 日（女子）

15:30 中 vs 長（男子）

15:30 中 vs 韓（男子）

15:30 中 vs 日（男子）

09:30 韓 vs 日（女子）

09:30 韓 vs 中（女子）

09:30 韓 vs 長（女子）

11:00 韓 vs 日（男子）

11:00 韓 vs 中（男子）

11:00 韓 vs 長（男子）

14:00 中 vs 長（女子）

14:00 日 vs 長（女子）

14:00 中 vs 日（女子）

15:30 中 vs 長（男子）

15:30 日 vs 長（男子）

15:30 中 vs 日（男子）

09:00 中 vs 日（(男女）

09:00 中 vs 韓（男女）

バレーボール

バスケットボール

ハンドボール

ソフトテニス

卓球

バドミントン

ラグビー
フットボール

周南高等学校

明徳高等学校

長郡月亮島中学校

湖南省テニスセンター

長郡高等学校

長郡浜辺中学校

南雅中学校

※日＝日本、韓＝韓国、中＝中国、長＝長沙

24.5km
30分

10km
25分

28km
45分

8月24日(土)

8月25日(日)

8月26日(月)

8月27日(火)

練習
08:30～11:30

競技
08:30～11:30

練習
09:00～10:30
10:30～12:00
13:30～15:00
18:00～19:00

日本
韓国
中国
長沙

練習
09:00～10:30
10:30～12:00
13:30～15:00
18:00～19:30

韓国
日本
中国
長沙

練習
09:00～10:30
10:30～12:00
14:00～15:30
15:30～17:00

中国
日本
韓国
長沙

競技
競技
09:00 中国vs長沙（メイングラウンド） 09:00 中国vs韓国（メイングラウンド）
09:00 韓国vs日本 （サブグラウンド） 09:00 日本vs長沙 （サブグラウンド）

12km
30分

練習
08:30～10:00 中国・長沙
10:00～11:30 韓国・日本

09:00 中 vs 長（男女）
15:00 韓 vs 日（男女）

15:00 韓 vs 長（男女）

15:00 日 vs 長(男女）

8.5km
35分

練習
08:30～10:00 中国・長沙
10:00～11:30 韓国・日本

09:00 日 vs 長（男女）

09:00 中 vs 長（(男女）

09:00 中 vs 日（男女）

15:00 中 vs 韓（男女）

15:00 日 vs 韓（男女）

15:00 韓 vs 長(男女）

練習
09:00～10:00 中国
10:00～12:00 日本・韓国
14:00～15:00 長沙

09:00 日 vs 長（男女）

09:00 中 vs 長（(男女）

09:00 中 vs 日（男女）

19.8km
30分

15:30 中 vs 韓（男女）

15:30 日 vs 韓（男女）

15:30 韓 vs 長(男女）

競技
10:30 中国vs長沙
15:00 韓国vs日本

競技
10:30 長沙vs韓国
15:00 中国vs日本

5.4km
15分

競技
08:30 韓国vs中国
10:30 日本vs長沙

練習
09:00～10:30
10:30～12:00
14:30～16:00
16:00～17:30

韓国
日本
長沙
中国

