
第 63 回 石川県中学校ソフトテニス大会 練習コート割り当て表 
 

・希望が重なった場合は、近郊の学校を早い時間帯、遠方の学校を遅い時間帯にまわしました。 

・空きコートの使い方については、当日本部で指示したいと思います。 

・団体戦に出場する学校は、前日練習または団体戦当日 5 部 1000 円（追加は 1部 200 円）で大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ購入のご協力をお願いします。 

・個人戦のみに出場する学校も、前日練習または個人戦当日 1部 200 円で大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを販売しますので購入のご協力をお願いします。 

 

平成 25 年 7 月 20 日(土)前日練習 

小松運動公園末広テニスコート 

時 間 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 

11:00～12:00 芝原男      係の学校 係の学校 

12:00～13:00 芦城男  山代男  布水男  係の学校 係の学校 

13:00～14:00       係の学校 係の学校 

14:00～15:00       係の学校 係の学校 

15:00～16:00 御祓男  高尾台男 宝立男  緑丘男 係の学校 係の学校 

16:00～17:00 板津男  穴水男    係の学校 係の学校 

17:00～18:00       係の学校 係の学校 

 

加賀市中央公園テニスコート 

時 間 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 

10:00～11:00 芦城女 東和女 寺井女  寺井男 高岡女 羽咋女 羽咋男 係の学校 係の学校 

11:00～12:00 七尾東部女 七尾東部男  泉女     係の学校 係の学校 

12:00～13:00         係の学校 係の学校 

13:00～14:00 朝日女        係の学校 係の学校 

14:00～15:00 能都女  片山津女      係の学校 係の学校 

15:00～16:00 鵜川男 鵜川女  錦城男     係の学校 係の学校 

16:00～17:00 板津女  穴水女  能登香島女  三崎女 松波女 係の学校 係の学校 

17:00～18:00         係の学校 係の学校 

 

平成 25 年 7 月 21 日(日)団体戦当日朝練習 

小松運動公園末広テニスコート（男子） 

時 間 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 

6:30～7:20 布水男   山代男  緑丘男  御祓男 

7:20～7:50 穴水男 鵜川男 宝立男 寺井男 津幡南男 美川男 辰口男  

7:50～8:15 芦城男 北辰男 朝日男 板津男 錦城男 高尾台男 長田男 高岡男 

8:15～8:30 志賀男 中島男 富来男 内灘男 犀生男 野田男 清泉男 北鳴男 

芝原男(使用せず) 

 

加賀市中央公園テニスコート（女子） 

時 間 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 

6:30～7:30 寺井女 板津女  片山津女  美川女  高岡女  北鳴女 

7:30～8:10 中能登女 河北台女 北辰女 穴水女 押水女 鵜川女 松波女 浅野川女 津端南女 能都女 

8:10～8:30 根上女 辰口女 大徳女 清泉女 高尾台女 能登香島女 三崎女 七尾東部女 羽咋女 朝日女 

田鶴浜女(申込なし) 内灘女(申込なし) 

 

平成 25 年 7 月 22 日(月)個人戦当日朝練習 

加賀市中央公園テニスコート 

時 間 
男      子 女      子 

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 

6:30～7:10 緑丘男①  御祓男② 御祓男②  片山津女③  東和女①  高岡女① 

7:10～7:40 穴水男③ 穴水男② 羽咋男① 根上男② 宝立男① 芦城男② 布水男① 美川男② 押水女③ 押水女① 芦城女① 辰口男③ 穴水女① 南部女① 美川女③ 

7:40～8:00 鵜川男② 鵜川女③ 
中能登男① 

朝日男② 
寺井男③ 

長田男① 光野男①

松陽男① 
能都女③ 能都女①寺井女② 河北台③ 河北台③ 北鳴女③ 

8:00～8:15 板津男② 北辰男② 北辰女① 北辰男② 清泉男② 
鳴和男① 野田男①

錦城男① 

野田女① 根上女①

泉女① 
中能登女③ 中能登女③ 中能登女② 

高尾台女① 

森本女① 辰口女① 

8:15～8:30 
鳥越男① 

七尾東部男② 
内灘男③ 富来男① 中島男② 犀生男② 高岡男① 志賀男② 東陽男① 板津女② 朝日女① 能登香島女③ 

志賀① 清泉女① 

宇ノ気女① 
東陽女③ 

浅野川女① 

犀生女① 金石女① 

松陵男①(申込なし) 芝原男④(使用せず) 

内灘女①(申込なし) 


