
　◆ 各会場、各コートの予定は以下の通りですが、試合進行状況でなるべくコートがあかないように。

　 相互審判は、２人制の審判で行います。１人が主審、１人がサービスラインアンパイアをします。

　 団体戦の試合は Ｄ→Ｓ１→Ｓ２ の順序で行います。

　 相互審判では、組合せ番号の早番がＤとＳ２の試合の主審を行い、

　 後番がサービスラインアンパイアを行います。Ｓ１の試合では上記の逆になります。

　  第２試合以降は、敗者審判とする。

男　子 　■パークドーム熊本１２面（男子１～９、３０～３９）
コート 1 2 3 7 8 9
１巡目 男１R２－３､Ｄ 男１R２－３､Ｓ１ 男２R４－５､D 男２R６－７､Ｄ 男２R８－９､Ｄ 男２R８－９､Ｓ１

２巡目 男２R４－５､S1 男２R６－７､Ｓ１,S２ 男２R８－９､Ｓ２

３巡目 男２R１～３､Ｄ 男２R１～３､S1 男２R４－５､S2 男３R６～９、D 男３R６～９、S１ 男３R６～９、S２

４巡目
５巡目 男３R1～５、D 男３R1～５、S1 男３R1～５、S２

６巡目 男ＱＦ１～９､Ｄ 男ＱＦ１～９、Ｓ１ 男ＱＦ１～９、Ｓ２

コート 4 5 6 10 11 12
１巡目 男１R３１－３２､D 男１R３１－３２､S1 男２R３３－３４､Ｄ 男２R３５－３６､Ｄ 男１R３７－３８､Ｄ 男１R３７－３８､S1

２巡目 男２R３３－３４､Ｓ１ 男２R３５－３６､S1 男１R３７－３８､S２

３巡目 男２R３０～３２､Ｄ 男２R３０～３２､S1 男２R３３－３４､Ｓ２ 男２R３５－３６､S2 男２R３７～３９、D 男２R３７～３９、S1

４巡目 男２R３７～３９、S２

５巡目 男３R３０～３４、D 男３R３０～３４、S１ 男３R３０～３４、S２ 男３R３５～３９、D 男３R３５～３９、S１ 男３R３５～３９、S２

６巡目 男ＱＦ３０～３９､Ｄ 男ＱＦ３０～３９、Ｓ１ 男ＱＦ３０～３９、Ｓ２

　　■県民総合運動公園ＡＢテニスコート１４面（男子１０～２９）
コート Ａ1 Ａ２ Ａ３ Ａ４
１巡目 男１R１１－１２､Ｄ 男１R１１－１２､S1 男２R１３－１４、D 男２R１３ー１４、S1

２巡目 男２R１０－１２、D 男２R１０－１２、S1 男２R１３－１４、S２

３巡目 男２R１０－１２、S２

４巡目 男３R１０～１４、D 男３R１０～１４、S１ 男３R１０～１４、S２

コート Ｂ1 Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４
１巡目 男２R２５－２６、D 男２R２５－２６、S１ 男１R２７－２８、S１ 男１R２７－２８、S２

２巡目 男２R２５－２６、S２ 男２R２７－２９、D 男２R２７－２９、S1

３巡目 男２R２７－２９、S２

４巡目 男３R２５～２９、D 男３R２５～２９、S1 男３R２５～２９、S2

コート Ｂ５ Ｂ６ Ｂ７ Ｂ８ Ｂ９ Ｂ１０
１巡目 男１R１７－１８、D 男１R１７－１８、S１ 男２R１５－１６、D 男２R２３－２４、D 男１R２１－２２、D 男１R２１－２２、S1

２巡目 男１R１７－１８、S２ 男２R１５－１６、S１ 男２R２３－２４、S１ 男１R２１－２２、S２

３巡目 男２R１７～１９、D 男２R１７～１９、S１ 男２R１５－１６、S２ 男２R２３－２４、S２ 男２R２０～２２、D 男２R２０～２２、S１

４巡目 男２R１７～１９、S２ 男２R２０～２２、S２

５巡目 男３R１５～１９、D 男３R１５～１９、S１ 男３R１５～１９、S２ 男３R２０～２４、D 男３R２０～２４、S１ 男３R２０～２４、S２

６巡目 男QF１０～１９、D 男QF１０～１９、S１ 男QF１０～１９、S２ 男QF２０～２９、D 男QF２０～２９、S１ 男QF２０～２９、S２

女　子 □八代市スポーツコミュニティ広場１６面（女子１～７、１４～２６）

コート 1 2 3 4 5
１巡目 女１R２－３、D 女１R２－３、S１ 女１R４－５、D 女１R４－５、S１ 女１R６－７、D

２巡目 女１R２－３、S２ 女１R４－５、S２ 女１R６－７、S１ 女１R６－７、S２

３巡目 女２R１～３、D 女２R１～３、S１ 女２R４～７、D 女２R４～７、S１ 女２R４～７、S2

４巡目 女２R１～３、S２

５巡目 女QF１～７、D 女QF１～７、S１ 女QF１～７、S２

コート 6 7 8 9 10
１巡目 女１R１５－１６、D 女１R１５－１６、S１ 女１R１７－１８、D 女１R１７－１８、S１

２巡目 女１R１５－１６、S２ 女１R１７－１８、S２

３巡目 女２R１４～１６、D 女２R１４～１６、D 女２R１７～１９、D 女２R１７～１９、D

４巡目 女２R１４～１６、S２ 女２R１７～１９、S２

５巡目 女QF１４～１９、D 女QF１４～１９、S１ 女QF１４～１９、S２ 女QF２０～２６、D 女QF２０～２６、S１

６巡目 女QF２０～２６、S２

コート 11 12 13 14 15 16
１巡目 女１R20－２１、D 女１R20－２１、S１ 女１R２２－２３、D 女１R２２－２３、S１ 女１R２４－２５、D 女１R２４－２５、S１

２巡目 女１R20－２１、S２ 女１R２２－２３、S２ 女１R２４－２５、S２

３巡目 女２R２０～２３、D 女２R２０～２３、S１ 女２R２４～２６、D 女２R２４～２６、S１

４巡目 女２R２０～２３、S２ 女２R２４～２６、S２

　６月３日(土)　　男女団体戦　　１回戦～準々決勝戦

〈相互審判〉

男１R２－３､Ｓ２

男２R１～３､S2

男１R３１－３２､Ｓ２

男２R３０～３２､S2



　　□熊本市城山公園運動施設テニスコート６面（女子８～１３）
コート Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１巡目 女1R９－１０､D 女1R９－１０､S１ 女１R１１－１２､Ｄ 女１R１１－１２､S1

２巡目 女1R９－１０､S２ 女１R１１－１２､S２

３巡目 女２R８～１０、D 女２R８～１０、S１ 女２R１１～１３、D 女２R１１～１３、S１

４巡目 女２R８～１０､S２ 女２R１１～１３、S２

５巡目 女QF８～１３、D 女QF８～１３、S１

６巡目 女QF８～１３、S２

男　女 　　■□パークドーム熊本　１２面

コート 1 2 3 7 8 9
１巡目 男ＳＦ１～１９､Ｄ 男ＳＦ１～１９､Ｓ１ 男ＳＦ１～１９､Ｓ２ 女ＳＦ１～１３､Ｄ 女ＳＦ１～１３､Ｓ１ 女ＳＦ１～１３､Ｓ２ ←８ゲーム

２巡目 男Ｆ１～３９､Ｄ 男Ｆ１～３９､Ｓ１ 男Ｆ１～３９､Ｓ２ 女Ｆ１～２６､Ｄ 女Ｆ１～２６､Ｓ１ 女Ｆ１～２６､Ｓ２ ←８ゲーム

３巡目 男Ｓ準々決勝 男Ｓ準々決勝 女Ｓ準々決勝 女Ｓ準々決勝 ←８ゲーム

コート 4 5 6 10 11 12
１巡目 男ＳＦ２０～３９､Ｄ 男ＳＦ２０～３９､Ｓ１ 男ＳＦ２０～３９､Ｓ２ 女ＳＦ１４～２６､Ｄ 女ＳＦ１４～２６､Ｓ１ 女ＳＦ１４～２６､Ｓ２ ←８ゲーム

２巡目 男Ｓ準々決勝 男Ｓ準々決勝 女Ｓ準々決勝 女Ｓ準々決勝 ←８ゲーム

　６月４日(日) 男女団体戦 準決勝戦・決勝戦


