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第６回日本公僕カーリング選手権大会開催要項 

 

１．目  的   国家公務員、地方公務員及びこれに準ずる立場のカーリング愛好者が自ら

率先してカーリングを楽しみ交流することによって、生涯スポーツとして

のカーリングの普及拡大を図り、健康で明るい国づくりに貢献することを

目的とします。 

２．主 催   日本公僕カーリング選手権大会実行委員会（青森県庁カーリング部） 

３．会 場   みちぎんドリームスタジアム（カーリングホール） 

（青森市合浦 1-13-1  TEL:017(765)6200 FAX:017(765)6202） 

４．大 会日程   2016 年 3 月 5 日(土) 

受付・開会式  9:00～ 9:30 

予選リーグ  9:30～13:55 

決勝トーナメント 14:10～18:00 

表彰式・閉会式・交流会 19:00～ 

５．参加資格   国家公務員、地方公務員及びこれに準ずる立場のカーリング愛好者 2 名以

上で構成されるカーリングチーム（退職者を含む） 

６．募集チーム  ８チーム 

７．競技方法   (1)予選リーグ・決勝トーナメント 

1 ブロック４チームで予選リーグを戦い、各ブロックの上位２チームが

決勝トーナメントに、下位２チームが順位決定戦に進みます。 

予選リーグの順位は勝数順とし、勝数が同数の場合は、直接対決の勝

者を上位とします。また、三つ巴で順位が決定できない場合は、予選

終了後にドローショット※で順位を決することとします。 

(2)試合時間 

予選リーグは 4 エンド 70 分、決勝トーナメントは 6 エンド 100 分（終

了 15 分前コール、進行中のエンドで終了）とします。決勝トーナメン

ト及び順位決定戦で同点の場合は、制限時間内でエキストラエンドを

行うこととしますが、終了 15 分前までにエキストラエンドに入れない

場合はドローショット※により勝敗を決します。 

※ドローショットは、各チームの代表１名が、スキップあり、スイーピングあ

りで投球し、ティーからの距離が小さいチームを勝者とします。ともにハウス

にかからない場合は、第 2 投球者から順にサドンデスで行います。 

(3)ラストロック 

試合前のジャンケン又はコイントスにより、ラストロックかストーン

の色を選択することとします。 

※競技方法は参加チーム数により変更することがあります。 

８．競技規則   日本カーリング協会競技規則及び本大会が定める規則によります。 

９．審  判   セルフジャッジとします。 

10．表彰式・閉会式・交流会 

(1)会 場：dining TSUBAKI（青森市新町 2-4-14 TEL017-718-2402） 

       ※県営駐車場そば 

(2)時 間：19:00～21:00  

(3)会 費：ひとり 4,000 円 



第６回日本公僕カーリング選手権大会 

タイムスケジュール 

３月５日（土） A      B   C D 

 9:00～ 9:30 受付・開会式（２階観覧席） 

 9:30～10:40 予選 1 予選 2 予選 4 予選 3 

10:55～12:05 予選 8 予選 7 予選 5 予選 6 

12:45～13:55 予選 9 予選 10 予選 12 予選 11 

14:10～15:50 準決勝 1 順位決定戦 1 順位決定戦 2 準決勝 2 

16:20～18:00 7-8 位決定戦 3 位決定戦 決勝戦 5-6 位決定戦 

19:00～21:00 表彰式・閉会式・交流会  

 

組み合わせ 

 

※同県チームが同一ブロックに集中しないよう抽選します。 

＜決勝トーナメント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜順位決定戦＞ 

予選Ａ組 １ ２ ３ ４ 

１ 青森市役所  予選１ 予選５ 予選９ 

２    予選 10 予選６ 

３     予選２ 

４      

予選Ｂ組 ５ ６ ７ ８ 

５   予選３ 予選７ 予選 11 

６    予選 12 予選８ 

７     予選４ 

８ 青森県庁ＣＣ     

Ｂ２位 

Ａ１位 

Ａ２位 

Ｂ１位 

優   勝 

準 優 勝 

第 3

 

準決勝１ 

準決勝２ 

決勝戦 3 位決定戦 

敗者 

敗者 

Ｂ４位 

Ａ３位 

Ａ４位 

Ｂ３位 

第 5 位 

第 6 位 

第 7位

 

順位決定戦１ 

5-6 位決定戦 7-8 位決定戦 

敗者 

敗者 順位決定戦２ 

第 4 位

 

第 8 位

 



 

平　智和 二戸消防署 新岡　直也 青森市民病院

中里　祐輔 二戸消防署 木立　尚志 青森市民病院

福田　庸介 二戸消防署 柿崎　和也 青森市民病院

畠山　智之 二戸消防署 原田　正 青森市民病院

苫米地　美智子 盛岡市体育協会 米谷　淳志 青森市保健所

湯瀬　栄一郎 秋田県庁 竹田　真享 二戸消防署

佐々木　義則 秋田労働局 中道　聖詞 二戸消防署

池端　束記 秋田県庁 橋坂　大輝 二戸消防署

佐々木　亜友莉 高校３年生 山田　茉未 岩手中央農業協同組合

川守　健士 盛岡市役所

今井　友紀子 東京都産業労働局 森本　剛 福岡国税局筑紫税務署

井上　章弘 東京都水道局(株)PUC派遣 柚木　広介 京都府庁

長谷川　仁士 日本アイ・ビー・エムサービス(株) 森田　靖大 一般会社員

加藤　修 エリクソン・ジャパン(株) 吉岡　綾佳 一般会社員

石田　佐知子 (株)ソニー・コンピュータエンタテインメント

中村　義人 青森県総合販売戦略課 山下　将司 (公財)東京都農林水産振興財団（出向）

蒔苗　新一 青森東消防署 滝口　貴子 東京都教育庁

畠山　裕太 青森県企画調整課 内藤　創 東京都産業労働局

高田　睦 青森県食の安全・安心推進課 原　　隆道 東京都産業労働局ＯＢ

齊藤　樹里 農村整備課

千葉　正幸 青森市水道部

（吉田　綾子） 青森県総合販売戦略課

歴代優勝チーム
　第１回優勝　　土木と医療局（岩手県） 第２回優勝 土木と医療局（岩手県）
　第３回優勝　　土木と医療局（岩手県） 第４回優勝 青森市役所
　第５回優勝　　青森市役所

第６回日本公僕カーリング選手権大会　出場チーム

二戸広域消防

岩手県

ビター＆スィート
秋田県

青森市役所
青森県

土木と医療局
岩手県

西の国から

東京都庁Ｂａｃｃｈｕｓ
東京都

青森県庁ＣＣ
青森県

東京都庁Ｈｉｎｅｍｏｓ
東京都 福岡県
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