
日程 時間 放送カード チャンネル
予選リーグ　鈴木両角 vs チーム福岡 YouTube（音声なし）
予選リーグ　松村・谷田 vs チーム田中・今 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム苫米地 vs 北澤・両角 YouTube（実況解説）
予選リーグ　チーム栁澤 vs 山下・藤村 YouTube（音声なし）
予選リーグ　竹田・竹田 vs 軽井沢C.C. YouTube（音声なし）
予選リーグ　藤澤山口 vs チーム北村 YouTube（音声なし）
予選リーグ　吉田・清水 vs フルクラム YouTube（実況解説）
予選リーグ　中嶋・宿谷 vs チーム石垣 YouTube（音声なし）
予選リーグ　北澤・両角 vs 藤森山本 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム倉敷 vs 小穴・青木 YouTube（音声なし）
予選リーグ　園部・小野寺 vs 山下・藤村 YouTube（音声なし）
予選リーグ　松村・谷田 vs 吉田・松村 YouTube（実況解説）
予選リーグ　チーム田中・今 vs 竹田・竹田 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム福岡 vs チーム苫米地 YouTube（音声なし）
予選リーグ　鈴木両角 vs チーム石垣 YouTube（音声なし）
予選リーグ　吉田・清水 vs チーム栁澤 YouTube（実況解説）
予選リーグ　チーム北村 vs 園部・小野寺 YouTube（音声なし）
予選リーグ　フルクラム vs 藤澤山口 YouTube（音声なし）
予選リーグ　中嶋・宿谷 vs 藤森山本 YouTube（実況解説）
予選リーグ　軽井沢C.C. vs チーム倉敷 YouTube（音声なし）
予選リーグ　吉田・清水 vs 山下・藤村 YouTube（音声なし）
予選リーグ　竹田・竹田 vs 松村・谷田 YouTube（音声なし）
予選リーグ　小穴・青木 vs 吉田・松村 YouTube（音声なし）
予選リーグ　北澤・両角 vs 鈴木両角 YouTube（実況解説）
予選リーグ　チーム福岡 vs 中嶋・宿谷 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム田中・今 vs 軽井沢C.C. YouTube（音声なし）
予選リーグ　フルクラム vs チーム栁澤 YouTube（実況解説）
予選リーグ　藤森山本 vs チーム苫米地 YouTube（音声なし）
予選リーグ　吉田・松村 vs チーム倉敷 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム石垣 vs 北澤・両角 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム北村 vs 吉田・清水 YouTube（音声なし）
予選リーグ　藤澤山口 vs 園部・小野寺 YouTube（実況解説）
予選リーグ　 チーム苫米地 vs 鈴木両角 YouTube（音声なし）
予選リーグ　山下・藤村 vs フルクラム YouTube（音声なし）
予選リーグ　松村・谷田 vs 軽井沢C.C YouTube（音声なし）
予選リーグ　小穴・青木 vs 竹田・竹田 YouTube（実況解説）
予選リーグ　藤森山本 vs チーム石垣 YouTube（音声なし）
予選リーグ　園部・小野寺 vs 吉田・清水 YouTube（音声なし）
予選リーグ　吉田・松村 vs チーム田中・今 YouTube（実況解説）
予選リーグ　チーム福岡 vs 北澤・両角 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム栁澤 vs 藤澤山口 CSテレ朝チャンネル2
予選リーグ　中嶋・宿谷 vs 鈴木両角 YouTube（音声なし）
予選リーグ　竹田・竹田 vs チーム倉敷 YouTube（音声なし）
予選リーグ　山下・藤村 vs チーム北村 YouTube（実況解説）
予選リーグ　小穴・青木 vs 松村・谷田 CSテレ朝チャンネル2
予選リーグ　軽井沢C.C. vs 吉田・松村 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム石垣 vs チーム福岡 YouTube（実況解説）
予選リーグ　園部・小野寺 vs フルクラム YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム倉敷 vs チーム田中・今 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム北村 vs チーム栁澤 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム苫米地 vs 中嶋・宿谷 YouTube（実況解説）
予選リーグ　藤澤山口 vs 吉田・清水 CSテレ朝チャンネル2
予選リーグ　吉田・松村 vs 竹田・竹田 YouTube（音声なし）
予選リーグ　軽井沢C.C. vs 小穴・青木 YouTube（実況解説）
予選リーグ　鈴木両角 vs 藤森山本 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム石垣 vs チーム苫米地 YouTube（音声なし）
予選リーグ　北澤・両角 vs 中嶋・宿谷 CSテレ朝チャンネル2
予選リーグ　チーム栁澤 vs 園部・小野寺 YouTube（音声なし）
予選リーグ　チーム倉敷 vs 松村・谷田 YouTube（実況解説）
予選リーグ　フルクラム vs チーム北村 YouTube（音声なし）
予選リーグ　藤森山本 vs チーム福岡 CSテレ朝チャンネル2
予選リーグ　山下・藤村 vs 藤澤山口 YouTube（実況解説）
予選リーグ　チーム田中・今 vs 小穴・青木 YouTube（音声なし）

15：20 - 16：50 プレーオフ　予選3位DSC2位 vs 予選3位DSC3位 YouTube（実況解説）
準々決勝 YouTube（音声なし）
準々決勝 CSテレ朝チャンネル1
準々決勝 未定
準々決勝 未定
準決勝 CSテレ朝チャンネル2
準決勝 YouTube（実況解説）
決勝 CSテレ朝チャンネル1
3位決定戦 YouTube（実況解説）

第14回　日本ミックスダブルス　カーリング選手権 放送スケジュール

2.27（土）

9：00 - 10：30

12：10 - 13：40

18：30 - 20：00

2.28（日）
9：30 - 11：00

13：00 - 14：30

2.25（木）

9：00 - 10：30

12：10 - 13：40

15：20 - 16：50

18：30 - 20：00

2.26（金）

9：00 - 10：30

12：10 - 13：40

15：20 - 16：50

18：30 - 20：00

2.23（火）

15：30 - 17：00

18：40 - 20：10

2.24（水）

9：00 - 10：30

12：10 - 13：40

15：20 - 16：50

18：30 - 20：00


