
（　　　　）

1コート 2コート 3コート 4コート 5コート 6コート 7コート 8コート 9コート 10コート １１コート 12コート

Aパート Bパート Cパート Dパート Aパート Bパート Aパート Bパート Cパート Dパート Cパート Dパート

審判 8 9 12 13 8 9 8 9 12 16 12 16

1 　１－２ 　３－４ 　１４－１５ 　１６－１７ 　１－２ 　３－４ 　１－２ 　３－４ 　１０－１１ 　１４－１５ 　１０－１１ 　１４－１５

2 　６－７ 　１０－１１ 　６－７ 　６－７ 　１２－１３ 　１６－１７ 　１２－１３ 　１６－１７

3 　２－５ 　８－９ 　１２－１３ 　１５－１８ 　２－５ 　８－９ 　２－５ 　８－９

4 　１－３ 　１４－１６ 　１－３ 　１－３ 　１０－１２ 　１４－１６ 　１０－１２ 　１４－１６

5 　４－５ 　６－８ 　１０－１２ 　１７－１８ 　４－５ 　６－８ 　４－５ 　６－８ 　１１－１３ 　１５－１７ 　１１－１３ 　１５－１７

6 　２－３ 　７－９ 　１１－１３ 　１５－１６ 　２－３ 　７－９ 　２－３ 　７－９

7 　１－４ 　１４－１７ 　１－４ 　１－４ 　１１－１２ 　１５－１６ 　１１－１２ 　１５－１６

8 　３－５ 　７－８ 　１１－１２ 　１６－１８ 　３－５ 　３－５ 　１０－１３ 　１４－１７ 　１０－１３ 　１４－１７

9 　２－４ 　６－９ 　１０－１３ 　１５－１７ 　２－４ 　２－４ 　７－８ 　６－９ 　７－８ 　６－９

10 　１－５ 　１４－１８ 　１－５ 　１－５

11 （B3-C3） （B4-C4） （C3－D3） （C3－D3） （B４－C4） （B3-D4） （B４－C4） （B3-D4）

12 A1-C2 D2-B1 C1-A2 B2-D1 A1-C2 D2-B1 A1-C2 D2-B1 C1-A2 B2-D1 C1-A2 B2-D1

13 準決 準決 準決 準決 準決 準決

14 決勝 決勝 決勝 決勝

カ ア

13コート 14コート 15コート 16コート 17コート 18コート 19コート 20コート 21コート 22コート 23コート 24コート

Aパート Bパート Cパート Dパート Aパート A・Bパート Aパート Bパート Cパート Dパート Bパート

審判 8 9 12 16 5 9 8 9 12 13 11

1 　１－２ 　３－４ 　１０－１１ 　１４－１５ 　１－２ 　３－４ 　１－２ 　３－４ 　１４－１５ 　１６－１７ 　７－８

2 　６－７ 　１２－１３ 　１６－１７ 　５－６ 　６－７ 　１０－１１ 　９－１０

3 　２－５ 　８－９ 　１－３ 　２－５ 　８－９ 　１２－１３ 　１５－１８

4 　１－３ 　１０－１２ 　１４－１６ 　２－５ 　８－１１ 　１－３ 　１４－１６ 　７－９

5 　４－５ 　６－８ 　１１－１３ 　１５－１７ 　４－６ 　４－５ 　６－８ 　１０－１２ 　１７－１８ 　１０－１１

6 　２－３ 　７－９ 　３－５ 　２－３ 　７－９ 　１１－１３ 　１５－１６ 　８－９

7 　１－４ 　１１－１２ 　１５－１６ 　１－４ 　２－６ 　１－４ 　１４－１７ 　７－１０

8 　３－５ 　１０－１３ 　１４－１７ 　３－５ 　７－８ 　１１－１２ 　１６－１８

9 　２－４ 　７－８ 　６－９ 　２－４ 　３－６ 　２－４ 　６－９ 　１０－１３ 　１５－１７ 　８－１０

10 　１－５ 　１－５ 　１－５ 　１４－１８ 　９－１１

11 （C3－D3） （B４－C4） （B3-D4） 　２－３ （B3-C3） （B4-C4）

12 A1-C2 D2-B1 C1-A2 B2-D1 　１－６ 　４－５ A1-C2 D2-B1 C1-A2 B2-D1 　７－１１

13 準決 準決 A１－B2 A２－B1 準決 準決

14 決勝 決勝 決勝

進　行　表 コンソレ

イ　（男子5・6年生A）

ウ　（女子5・6年生A）

オ　（女子5・6年生B）

キ　（女子4年生以下）

エ　（男子5・6年生B） エ　（男子5・6年生B）

カ（男子4年生以下）


