
3月19日(火) 博多の森テニス競技場 3月20日(水) 博多の森テニス競技場

コート番号 9:00～11:30 11:30～14:00 14:00～16:30 コート番号 9:00～10:00 10:00～11:00 11:00～12:00 12:00～13:00

C 男子２ 男子１４ 男子２６ C 女子４７ 女子３５ 女子２３ 女子１１

1 男子３ 男子１５ 男子２７ 1 女子４６ 女子３４ 女子２２ 女子１０

2 男子４ 男子１６ 男子１ 2 女子４５ 女子３３ 女子２１ 女子９

3 男子５ 男子１７ 男子１２ 3 女子４４ 女子３２ 女子２０ 女子８

4 男子６ 男子１８ 男子１３ 4 女子４３ 女子３１ 女子１９ 女子７

5 男子７ 男子１９ 男子２４ 5 女子４２ 女子３０ 女子１８ 女子６

6 男子８ 男子２０ 男子２５ 6 女子４１ 女子２９ 女子１７ 女子５

7 男子９ 男子２１ 男子３６ 7 女子４０ 女子２８ 女子１６ 女子４

8 男子１０ 男子２２ 男子３７ 8 女子３９ 女子２７ 女子１５ 女子３

9 男子１１ 男子２３ 男子４８ 9 女子３８ 女子２６ 女子１４ 女子２

コート番号 9:00～11:30 11:30～14:00 14:00～16:30 コート番号 9:00～10:00 10:00～11:00 11:00～12:00 12:00～13:00

10 女子２ 女子１４ 女子２６ 10 男子４７ 男子３５ 男子２３ 男子１１

11 女子３ 女子１５ 女子２７ 11 男子４６ 男子３４ 男子２２ 男子１０

12 女子４ 女子１６ 女子１ 12 男子４５ 男子３３ 男子２１ 男子９

13 女子５ 女子１７ 女子１２ 13 男子４４ 男子３２ 男子２０ 男子８

14 女子６ 女子１８ 女子１３ 14 男子４３ 男子３１ 男子１９ 男子７

15 女子７ 女子１９ 女子２４ 15 男子４２ 男子３０ 男子１８ 男子６

IN 1 女子８ 女子２０ 女子２５ IN 1 男子４１ 男子２９ 男子１７ 男子５

IN 2 女子９ 女子２１ 女子３６ IN 2 男子４０ 男子２８ 男子１６ 男子４

IN 3 女子１０ 女子２２ 女子３７ IN 3 男子３９ 男子２７ 男子１５ 男子３

IN 4 女子１１ 女子２３ 女子４８ IN 4 男子３８ 男子２６ 男子１４ 男子２

3月19日(火) 春日公園テニスコート 3月20日(水) 春日公園テニスコート

コート番号 9:30～12:00 12:00～14:30 14:30～17:00 コート番号 9:30～10:30 10:30～11:30

4 男子２８ 男子３４ 男子４２ 4 女子１ 男子１

5 男子２９ 男子３５ 男子４３ 5 女子１２ 男子１２

6 男子３０ 男子３８ 男子４４ 6 女子１３ 男子１３

7 男子３１ 男子３９ 男子４５ 7 女子２４ 男子２４

8 男子３２ 男子４０ 男子４６ 8 女子２５ 男子２５

9 男子３３ 男子４１ 男子４７ 9 女子３６ 男子３６

10 女子２８ 女子３４ 女子４２ 10 女子３７ 男子３７

11 女子２９ 女子３５ 女子４３ 11 女子４８ 男子４８

12 女子３０ 女子３８ 女子４４

13 女子３１ 女子３９ 女子４５

14 女子３２ 女子４０ 女子４６

15 女子３３ 女子４１ 女子４７

※　19日、20日の練習コートは博多の森テニス競技場・春日公園テニスコートです。

※　春日公園駐車場への入場については、全て８：３０以降とします。必ず守ってください。

※　雨天時　練習コートはありません。(室内コートについても使用を禁止します。）

※　5分前に練習を終了し、必ずコート整備を行って下さい。

※　勝手に割り当てコート以外を使用しないで下さい。(トラブル、クレームの原因となります)

第41回全国高校選抜テニス大会　指定練習コート割（19日・20日）

≪ 注 意 事 項 ≫

※　赤字は女子ドロー番号、黒字は男子ドロー番号



3月21日(木)　競技第1日目 ※数字はドロー番号

時間 ＼ コート 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

 9:30 ～ 10:10 40分 女子32 女子33 女子34 女子35 女子38 女子39 男子14 男子15 男子16 男子17 男子20 男子21

10:10 ～ 10:50 40分 女子40 女子41 女子44 女子45 女子46 女子47 男子22 男子23 男子44 男子45 男子46 男子47

3月22日(金)　競技第2日目 ※数字はドロー番号

時間 ＼ コート 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

 9:30 ～ 10:10 40分 女子1 女子2-3 女子4-5 女子6 女子7 女子8-9 男子19 男子20-21 男子22-23 男子24 男子37 男子38-39

10:10 ～ 10:50 40分 女子10-11 女子12 女子13 女子14-15 女子16-17 女子18 男子40-41 男子42 男子43 男子44-45 男子46-47 男子48

※　赤字は女子ドロー番号、黒字は男子ドロー番号

※　春日公園駐車場への入場については、全て８：３０以降とします。必ず守ってください。
※　青色で塗りつぶされた部分は空コートです。サインインをして、練習コートとして使用できます。

１校１面１時間を基本として貸し出します。
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男子2413:00 ～ 14:00 60分

12:00 ～
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13:00
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第41回全国選抜高校テニス大会　春日公園　指定練習コート割（21日・22日）

14:00 ～ 15:00 60分


