
　　２　競技進行予定表
日　程

9月21日

(土)

9月22日

(日)

10月5日

(土)

10月12日

(土)

10月19日 　準々決勝戦、準決勝戦･５～８位決定戦、決勝戦・３位決定戦

(土) 　準決勝戦、決勝戦･３位決定戦　　＊決勝戦終了後、個人戦表彰式

10月20日

(日)

　３　団体戦競技進行の注意事項
○ 各会場、各コートの第１試合及び審判は相互審判です。第２試合以降は会場担当者の指示に従う

　　こと。相互審判については次の説明に従うこと。第２試合以降は、敗者審判とする。

　 

〈相互審判〉

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

　 ②団体戦の試合はＳ１→Ｄ１→Ｓ２→Ｄ２→Ｓ３の順序で行います。

　 ③ 相互審判では、組合せ番号の早番がＳ１、S２、Ｓ３の試合の主審を行い、

　 　 後番がサービスラインアンパイア（副審）を行います。Ｄ１、Ｄ２の試合ではその逆になります。

    ④人数不足で審判ができないときは、セルフジャッジ等で対応し試合進行を優先します。

例） 対戦 ２番　高森　対　３番　松橋の場合
男１R２－３、S１ 男１R２－３、Ｄ１

主審校 高　森 松　橋
副審校 松　橋 高　森

　◆ 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Ｓ１→Ｄ１→Ｓ２→Ｄ２→Ｓ３の順序で行います。

相互審判では、組合せ番号の早番がＳ１とＳ２とＳ３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。Ｄ１とＤ２の試合では上記の逆になります。

人数不足で審判ができないときは、セルフジャッジ等で対応し試合進行を優先します。

　  第２試合以降は、敗者審判とする。

　  ※表記上の注意　例）女2Ｒ４－５、D２，S３は、早く終了したコートへD２が入る。以下同じ。

　１０月５日(土)　　男女団体戦　　１回戦～準々決勝戦

〈相互審判〉

 ■□ 男女団体戦・個人戦予備日

種　目 進　行　予　定

 ■ 男子個人戦シングルス 　１回戦～５回戦、８人残し

 □ 女子個人戦シングルス   １回戦～５回戦、８人残し

 ■ 男子個人戦ダブルス 　１回戦～準々決勝戦、４組残し

 □ 女子個人戦ダブルス 　１回戦～準々決勝戦、４組残し

 ■□ 男女団体戦 　１回戦～準々決勝戦、４校残し

 ■□ 男女団体戦残り試合
　準決勝戦、決勝戦・３位決定戦、２位決定戦

　＊２位決定戦終了後、団体戦表彰式

 ■□ 男女個人戦シングルス残り試合

 ■□ 男女個人戦ダブルス　　〃



　■植木中央公園テニスコート　オムニ１２面（男子９～２４）

コート 1 2 3 4 5 6
１巡目 男1R13-14、S1 男1R13-14、D1 男1R15-16、S1 男1R9-10、S1 男1R9-10、D1 男1R11-12、S1

２巡目 男1R15-16、D1 男1R9-10、S2 男1R11-12 、D1、S2

３巡目 男1R11-12 、D2、S3

４巡目
５巡目
６巡目 男3R9～16、S1 男3R9～16、D１ 男3R9～16、S2 男3R9～16、D2 男3R9～16、S3

コート 7 8 9 10 11 12
１巡目 男1R21-22、S1 男1R21-22、D1 男1R23-24、S1 男1R17-18、S1 男1R19-20、S1 男1R19-20、D1

２巡目 男1R21-22、S2 男1R23-24 、D1、S2 男1R17-18 、D1、S2 男1R19-20、S2

３巡目
４巡目 男2R21～24、S1 男2R21～24、D1 男2R21～24、S2 男2R17～20、S1 男2R17～20、D1 男2R17～20、S2

５巡目
６巡目 男3R17～24、S１ 男3R17～24、D1 男3R17～24、S2 男3R17～24、D2 男3R17～24、S3

コート Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４
１巡目 男1R1-2、S1 男1R3-4、S1 男1R3-4、D1 男1R31-32、S1

２巡目 男1R1-2、D1 男1R31-32、D1

３巡目 男1R31-32、S2

４巡目 男2R1～4、S1 男2R1～4、D1 男2R1～4、S2

５巡目

コート Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５
１巡目 男1R5-6、S1 男1R5-6、D1 男1R7-8、S1 男1R7-8、D1

２巡目
３巡目
４巡目 男2R5～8、S1 男2R5～8、D1 男2R5～8、S2

５巡目
６巡目 男3R1～8、S1 男3R1～8、D1 男3R1～8、S2 男3R1～8、D2 男3R1～8、S3

コート Ｂ５ Ｂ６ Ｂ７ Ｂ８ Ｂ９ Ｂ１０
１巡目 男1R25-26、S1 男1R25-26、D1 男1R27-28、S1 男1R27-28、D1 男1R29-30、S1 男1R29-30、D1

２巡目
３巡目
４巡目 男2R25～28、S1 男2R25～28、D1 男2R25～28、S2 男2R29～32、S1 男2R29～32、D1 男2R29～32、S2

５巡目
６巡目 男3R25～32、S1 男3R25～32、D1 男3R25～32、S2 男3R25～32、D2 男3R25～32、S3

　□運動公園メインテニスコート１５面（女子）

コート Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３
１巡目 女1R2-3、S1 女1R2-3、D1 女2R4-6、S1

２巡目 女2R1-3、S1

３巡目 女2R1-3、D1

４巡目
５巡目 女3R1～6、S1 女3R1～6、D1 女3R1～6、S2

６巡目

コート Ｃ４ Ｃ５ Ｃ６ Ｃ７
１巡目 女1R8-9、S1 女1R8-9、D1 女1R8-9、S2 女2R10-12、S1

２巡目
３巡目
４巡目
５巡目 女3R7～12、S1 女3R7～12、D1 女3R7～12、S2

６巡目

男1R21-22、D2、S3

男1R3-4、S2、D2

男2R1～4、D2、S3

男1R7-8、S3

男1R13-14、S3

男1R23-24、D2、S3 男1R19-20、D2、S3

男1R5-6、S2、D2 男1R7-8、S2、D2

男1R25-26、S2、D2 男1R27-28、S2、D2 男1R29-30、S2、D2

　■運動公園ＡＢコート　オムニ１４面（男子１～８、２５～３２）

男1R5-6、S3

男1R25-26、S3 男1R27-28、S3

女2R10-12、D2、S3

男1R3-4、S3

男2R5～8、D2、S3

男1R29-30、S3

男2R25～28、D2、S3 男2R29～32、D2、S3

女2R1-3S2、D2、S3

女3R1～6、D2、S3

女2R7～9、S1、D1

女2R4-6、D1、S2

女2R4-6、D2、S3

女1R8-9、D2、S3 女2R10-12、D1、S2

女2R7～9、S2、D2、S3

女3R7～12、D2、S3

男1R13-14、S2、D2

男1R9-10、D2、S3

男2R13～16、S1、D1、S2

男2R13～16、D2、S3

男2R9～12、S1、D1、S2

男2R9～12、D2、S3

男2R21～24、D2、S3 男2R17～20、D2、S3



コート Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５
１巡目 女1R14-15、S1 女1R16-17、S1 女1R16-17、D1 女1R16-17、S2

２巡目 女1R14-15、D1

３巡目 女2R13-15、S1 女2R13-15、D1 女2R16～18、S1 女2R16～18、D1 女2R16～18、S2
４巡目
５巡目 女3R13～18、S1 女3R13～18、D1 女3R13～18、S2

６巡目

コート Ｄ４ Ｄ５ Ｄ６ Ｄ７ Ｄ８
１巡目 女2R19-21、S1 女2R19-21、D1 女1R22-23、S1 女1R22-23、D1

２巡目 女2R22-24、S1 女2R22-24、D1

３巡目
４巡目 女3R19～24、S1 女3R19～24、D1 女3R19～24、S2

５巡目

男　女 　■□運動公園ＡＢコート　オムニ１４面

コート Ｂ５ Ｂ６ Ｂ７ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４
１巡目 男ＳＦ1～16､Ｓ１ 男ＳＦ1～16､Ｄ１ 男ＳＦ1～16､Ｓ２ 男ＳＦ17～32､Ｓ１ 男ＳＦ17～32､Ｄ１ 男ＳＦ17～32､Ｓ２

２巡目
３巡目 男決勝、Ｓ１ 男決勝、D1 男決勝、Ｓ２ 男３位決定戦Ｓ１ 男３位決定戦D1 男３位決定戦S2

４巡目
５巡目

コート Ｂ８ Ｂ９ Ｂ１０ Ａ１ Ａ２ Ａ３
１巡目 女ＳＦ1～１2､Ｓ１ 女ＳＦ1～１2､Ｄ１ 女ＳＦ1～１2､Ｓ２ 女ＳＦ13～24､Ｓ１ 女ＳＦ13～24､Ｄ１ 女ＳＦ13～24､Ｓ２

２巡目
３巡目 女決勝､Ｓ１ 女決勝､D1 女決勝､S2 女３位決定戦､Ｓ１ 女３位決定戦､Ｄ１ 女３位決定戦､Ｓ２

４巡目
５巡目 ※必要な場合は男女の２位決定戦を５面展開で行う。（コートは当日指示）

女決勝､D２,Ｓ３

男ＳＦ１～16､D2,Ｓ３

男決勝、D2,S3

女ＳＦ13～24､D2、Ｓ３

女３位決定戦､D2,Ｓ３

※必要な場合は男女の２位決定戦を５面展開で行う。（コートは当日指示）

　１０月１２日(土) 男女団体戦 準決勝戦・決勝戦・３位決定戦・２位決定戦

男３位決定戦D2、S3

女1R16-17、D2、S3

女2R13-15、S2、D2、S3

女ＳＦ1～１2､D2、Ｓ３

男ＳＦ17～32､Ｄ２，Ｓ３

女3R13～18、D2、S3

女2R16～18、D2、S3

女2R19～21、S2、D2、S3

女2R22-24、S2、D2、S3

女3R19～24、D2、S3


