
全松本卓球大会タイムテｰブル(メイン)

種目・コート ●小学男子　２９・３０・３１　 コート　　Ｃブロック　２４コート

●小学女子　３２・３３・３４　 コート　　Ｃブロック　２１ｺｰﾄ

●中学女子　１～14 コート　　決勝トーナメントは、２コートを使用します。　Ａﾌﾞﾛｯｸ　２７コート

●中学男子　１６～２８ コートを使用しますが、決勝トーナメントは、３台以上使用する場合があります。　Ａブロック　２７コート

●一般女子　２５・２６　コート
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16 中学男子K(2-3) 中学男子K(1-3) 　　　　　　中学男子K(1-2)

17 中学男子J(2-3) 中学男子J(1-3) 中学男子J(1-2)

18 中学男子I(2-3) 中学男子I(1-3) 中学男子I(1-2)

19 中学男子H(2-3) 中学男子H(1-3) 中学男子H(1-2)

20 中学男子G(2-3) 中学男子G(1-3) 中学男子G(1-2)

21

22 中学男子F(2-3) 中学男子F(1-3) 中学男子F(1-2)

23 中学男子E(2-3) 中学男子E(1-3) 中学男子E(1-2)

24

25 中学男子D(2-3) 中学男子D(1-3) 中学男子D(1-2)

26 中学男子C(2-3) 中学男子C(1-3) 中学男子C(1-2)

27 中学女子　Ａ(1-2) 中学男子Ａ(1-２)

28 中学男子B(2-3) 中学男子B(1-3) 中学男子B(1-2)

29

30
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37 中学男子O(2-3) 中学男子O(1-3) 中学男子O(1-2)

38 中学男子Ｐ(１-２)

39 中学男子N(2-3) 中学男子N(1-3) 中学男子N(1-2)

40 中学男子M(2-3) 中学男子M(1-3) 中学男子M(1-2)

41

42 中学男子Ｌ(2-3) 中学男子Ｌ(1-3) 中学男子Ｌ(1-2)

8:45 9：45 10：45 11：45 12：45 13：45 14：45 15：45 16：45 17：45 18：45コｰト

一般女子　Ｂ　(１-２)

Ｏ・Ｎ　相互

一般　女子 C2・A2 一般女子 準々決③ 一般女子 準決②

１
４
台

Ｌ・Ｍ　相互
一般　女子 準々決　① 一般女子 準々決④

一般女子　Ａ　(2-3) 一般女子　Ａ　(1-3) 一般女子　Ａ　(１-２)

一般女子　Ｅ２・Ｄ２ 一般女子 準々決② 一般女子 準決① 一般女子 決勝一般女子　Ｂ　(2-3) 一般女子　Ｂ　(1-3)

小学女子Ａ・Ｂ　相互に使用 ①・②　相互 ③・④　相互 ①・②　相互

小学　女子　Ｂ　(2-3) 小学　女子　Ｂ　(1-3) 小学　女子　Ｂ　(1-2) 小学　女子　1回戦② 小学　女子　1回戦④ 小学　女子　準決勝②

小学　男子　準決勝②
小学　女子　決勝

小学　女子　Ａ　(2-3) 小学　女子　Ａ　(1-3) 小学　女子　Ａ　(1-2) 小学　女子　1回戦① 小学　女子　1回戦③ 小学　女子　準決勝①

小学　男子　決勝
小学男子Ａ・Ｂ　相互に使用 ①・②　相互 ①・②　相互 ①・②　相互

小学　男子　Ｂ　(2-3) 小学　男子　Ｂ　(1-3) 小学　男子　Ｂ　(1-2) 小学　男子　1回戦② 小学　男子　1回戦④

小学　男子　Ａ　(2-3) 小学　男子　Ａ　(1-3) 小学　男子　Ａ　(1-2) 小学　男子　1回戦① 小学　男子　1回戦③ 小学　男子　準決勝①

１
４
台

中学男子
準々④

Ｂ・Ｃ　相互
中学男子1回戦⑦ 中学男子1回戦16 中学男子2回戦⑧

中学男子2回戦⑥ 中学男子
準々③

小学　男子 C　(1-2) Ｄ・Ｅ　相互

中学男子1回戦⑥ 中学男子1回戦15 中学男子2回戦⑦

中学男子2回戦④

中学男子
準々②

準決

小学　女子 C　(1-2) Ｆ・Ｇ　相互
中学男子1回戦④ 中学男子1回戦13 中学男子2回戦⑤

中学男子1回戦⑤ 中学男子1回戦14

中学男子2回戦②

準決 決勝
中学男子1回戦② 中学男子1回戦11 中学男子2回戦③ 中学男子

準々①

中学男子1回戦③ 中学男子1回戦12

中学女子K(2-3) 中学女子K(1-3) 中学女子K(1-2) 中学男子K(1-2)　2台
中学男子1回戦① 中学男子1回戦⑩

中学女子J(1-2)
中学女子2回戦⑥ 中学女子2回戦⑧ 中学男子1回戦⑨ 中学男子2回戦①

J・K　相互に使用

H・I　相互に使用
中学女子1回戦⑤ 中学女子2回戦⑦ 中学男子1回戦⑧

１
４
台

中学女子I(2-3) 中学女子I(1-3) 中学女子I(1-2)

中学女子J(2-3) 中学女子J(1-3)

中学女子G(2-3) 中学女子G(1-3) 中学女子G(1-2)
中学女子1回戦④ 中学女子2回戦⑥

中学女子H(2-3) 中学女子H(1-3) 中学女子H(1-2)

中学女子F(2-3) 中学女子F(1-3) 中学女子F(1-2)
中学女子1回戦③ 中学女子2回戦⑤ 中学女子準々①

F・G　相互に使用

中学女子準決勝②①D・E　相互に使用
中学女子2回戦④ 中学女子準々①

中学女子E(2-3) 中学女子E(1-3) 中学女子E(1-2)

Ｂ・Ｃ　相互に使用

中学女子C(2-3) 中学女子C(1-3) 中学女子C(1-2)
中学女子2回戦③ 中学女子準々①

中学女子D(2-3) 中学女子D(1-3) 中学女子D(1-2)

中学女子1回戦②

※ 時間はあくまで目安です。前の試合が終わりましたら、速やかに次の試合が始られる様お願いいたします。

コｰト

中学女子B(2-3) 中学女子B(1-3) 中学女子B(1-2)

中学女子1回戦①
中学女子2回戦② 中学女子準々①

中学女子準決勝① 中学女子決勝



全松本卓球大会タイムテｰブル(サブ)

種目・コート ●一般男子は、　１～１３ コートで行います。 ●一般男子　決勝まで　サブアリーナで行います。（試合数が多いため）

（予選リーグ） ●一般女子の　Ａ・Ｂブロックはメインアリーナ３５・３６ｺｰﾄで、　Ｃ・Ｄ・Ｅﾌﾞﾛｯｸは、ｻﾌﾞ１４・１５・１６ｺｰﾄで行います。 ●一般女子　決勝トーナメント～　メイン　で行います。

8:45 9：45 10：45 11：45 12：45 13：45 14：45 15：45 16：45 17：45 18：45

1 一般男子Ａ(2-3) 一般男子Ａ(1-3) 一般男子Ａ(1-2) 一般男子　① 一般男子

2 一般男子Ｂ(2-3) 一般男子Ｂ(1-3) 一般男子Ｂ(1-2) ２回戦 ３回戦 一般男子

3 一般男子C(2-3) 一般男子C(1-3) 一般男子C(1-2) 一般男子　② ※３台進行 準決勝

4 一般男子D(2-3) 一般男子D(1-3) 一般男子D(1-2) ２回戦 一般男子 ※３台進行

5 一般男子E(2-3) 一般男子E(1-3) 一般男子E(1-2) 一般男子　③ ３回戦 一般男子 一般男子

6 一般男子F(2-3) 一般男子F(1-3) 一般男子F(1-2) ２回戦 ※３台進行 準決勝 決勝

7 一般男子Ｇ(2-3) 一般男子Ｇ(1-3) 一般男子G(1-2) 一般男子　④ 一般男子 ※３台進行 ※３台進行

8 一般男子Ｈ(2-3) 一般男子Ｈ(1-3) 一般男子H(1-2) ２回戦 ３回戦

9 一般男子I(2-3) 一般男子I(1-3) 一般男子I(1-2) 一般男子　⑤ ※３台進行

10 一般男子　Ｊ(2-3) 一般男子　Ｊ(1-3) 一般男子　Ｊ(1-2) ２回戦 一般男子

11 一般男子　⑥ ３回戦

12 一般男子L(2-3) 一般男子L(1-3) 一般男子L(1-2) ２回戦 ※３台進行

13 一般男子M(2-3) 一般男子M1-3) 一般男子M(1-2) 一般男子　⑦

14 一般女子C(2-3) 一般女子C(1-3) ２回戦

15 一般女子D(2-3) 一般女子D(1-3) 一般女子D(1-2) 一般男子　⑧

16 一般女子E(2-3) 一般女子E(1-3) ２回戦

8:45 9：45 10：45 11：45 12：45 13：45 14：45 15：45 16：45 17：45 18：45

１１、より多く試合をして頂くため、リーグ戦+決勝トーナメント方式にさせて頂いております。最低２試合は出来るようにはなっておりますが、

   　　進行上は皆様のご協力無しでは円滑に出来ませんので、ご協力の程、宜しくお願い致します。

7, 試合前の練習は 片面3本 で進行にご協力をお願いします。

8、当日、やむをえない理由で選手数が揃わない場合、1名欠員までは1番を棄権として参加可能とします。(2名以上欠員の場合はオープン参加)

   事前に対戦相手に1番が棄権である事を伝えた後、オーダー交換をして試合を行ってください。

9、一般男子は、決勝まで全てサブアリーナで行います。一般女子の　Ａ・Ｂブロックはメインアリーナで、　Ｃ・Ｄ・Ｅﾌﾞﾛｯｸは、サブ１４・１５・１６ コートで行い、決勝トーナメントはメインで行います。

１０、一般男子１回戦より１.５～２台を使用して行います。３台進行の場合は、オーダーを確認の上、最初にダブルスと出来る試合・次にシングルスを行います。（タイムテーブル検討結果により、開催要項と異なっています。）

 　　  オーダー順番関係なく、３点先取時点で試合終了となります。

    また、決勝トｰナメントの使用コｰトは変更となることがありますのでアナウンスにご注意ください。

4、オーダーは対戦時その場で交換してください。 本部に提出する必要はありません。　（オーダー用紙は、プログラムの最終ページにあります。）

5、対戦結果は1試合が終了するごとに、勝ったチームが本部へお持ちください。

6、中学校男女、一般男女は２位抜け（各トーナメント表をご確認ください）→くじ引き方式になっております。

 　各リーグ２位（順位）が確定した順に本部にて代表者によるくじ引きをお願い致します。

   また、リーグ戦ですので三つ巴の際は本部にて各チームの代表の方の確認の上、順位を確定させて頂きます。

一般男子１回戦　⑨

一般男子１回戦　⑩

一般女子E(1-2) ２台進行

コｰト

※
進
行
上
の
注
意
事
項
※

1、予選リｰグは、５番まで行ってください。但し、３点先取で勝敗が決した以降の試合は ３ゲームマッチとします

　　決勝トｰナメントは3点先取した時点で試合終了とします。

2、審判は 対戦しているチーム同士相互審判でおこなってください。

3、このタイムテーブルはあくまでも目安です。前の試合が終了しましたら、速やかに次の試合をおこなっていただきますようお願いします。

２台進行

８
台

一般男子１回戦　⑥

１．５台進行

一般男子Ｋ(1-2) Ｊ・Ｌ　で相互使用 一般男子１回戦　⑦

一般男子１回戦　⑧

１．５台進行

一般女子C(1-2)

※ 時間はあくまで目安です。前の試合が終わりましたら、速やかに次の試合が始られる様お願いいたします。

コｰト

８
台

一般男子１回戦　①

１．５台進行

一般男子１回戦　②

一般男子１回戦　③

１．５台進行

一般男子１回戦　④

一般男子１回戦　⑤


