
 

 

石川県中学校体育連盟 ソフトテニス競技専門部 

 

平成30年7月14日(土)前日練習 

金沢市営城北市民テニスコート 

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 

10:00～11:00 羽咋男 穴水男 浅野川男 森本男 係の学校 係の学校 

11:00～12:00 板津男 錦城男 長田男 山代男 係の学校 係の学校 

12:00～13:00 布水男 寺井男 内灘男 野田男 係の学校 係の学校 

13:00～14:00 清泉男 西南部男 北鳴男 七尾東部 係の学校 係の学校 

14:00～15:00 芦城男 中能登男 松東男 能登香島男ｷｬﾝｾﾙ 係の学校 係の学校 

15:00～16:00  七尾男  城南男 係の学校 係の学校 

16:00～17:00     係の学校 係の学校 

17:00～18:00     係の学校 係の学校 

時 間 ７コート ８コート ９コート １０コート １１コート １２コート 

10:00～11:00 羽咋女 穴水女 宝達女 兼六女 係の学校 係の学校 

11:00～12:00 板津女 錦城女 布水女 芝原女 係の学校 係の学校 

12:00～13:00 清泉女 長田女 浅野川女 野田女 係の学校 係の学校 

13:00～14:00   津幡南女 犀生女 係の学校 係の学校 

14:00～15:00 緑丘女 中能登女 河北台女  係の学校 係の学校 

15:00～16:00  松波女 山代女 東和女 係の学校 係の学校 

16:00～17:00   寺井女  係の学校 係の学校 

17:00～18:00  東和女   係の学校 係の学校 

 

平成30年7月15日(日) 団体戦当日朝練習 

金沢市営城北市民テニスコート 

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 

6:15～6:50 浅野川男 清泉男 大徳男 長田男   

6:50～7:20 森本男 野田男 羽咋男 北鳴男 能登香島男 西南部男 

7:20～7:45 芦城男 七尾東部男 津幡南男 中能登男 寺井男 野々市男 

7:45～8:05 美川男 志賀男 能都男 輪島男 錦城男 山代男 

8:05～8:20 松東男 布水男 板津男 内灘男 七尾男 東陽男 

時 間 ７コート ８コート ９コート １０コート １１コート １２コート 

6:15～6:50  犀生女 兼六女 清泉女 浅野川女  

6:50～7:20 松任女 北辰女 輪島女 長田女 芝原女 羽咋女 

7:20～7:45 南部女 板津女 松波女 中能登女 河北台女 布水女 

7:45～8:05 能登香島女 穴水女 津幡南女 錦城女 緑丘女 志賀女 

8:05～8:20 東陽女 東和女 宝達女 寺井女 内灘女 山代女 

    

平成30年7月16日(月) 個人戦当日朝練習 

金沢市営城北市民テニスコート  

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 

  ～6:50 フリーコート ※６：１５～６：５０までの希望校が少なかったので，６：５０までをフリー練習コートとします。 

6:50～7:20 森本男② 港男① 野田男① 清泉男① 大徳男① 城南男② 浅野川男① 南部男① 西南部① 羽咋男①  

7:20～7:45 野々市男② 光野① 光野① 津幡南男② 七尾東部男③ 中能登男② 芦城男① 中能登男③ 中能登男③ 

7:45～8:05 北辰男① 山代男② 輪島男① 志賀男② 穴水男① 美川男① 緑丘男① 能都男① 松任男① 錦城男③ 寺井男③ 

8:05～8:20 松東男① 東陽男② 七尾男② 布水男① 七尾男③ 板津男③ 内灘男③ 長田男② 

時 間 ７コート ８コート ９コート １０コート １１コート １２コート 

  ～6:50 フリーコート ※６：１５～６：５０までの希望校が少なかったので，６：５０までをフリー練習コートとします。 

6:50～7:20 犀生女② 犀生女② 鳴和女① 兼六女① 緑女① 輪島女② 芝原女① 野田女① 清泉女① 額女① 羽咋女② 

7:20～7:45 河北台女③ 河北台女③ 北鳴女① 美川女① 南部女① 中能登女③ 板津女② 北辰女② 

7:45～8:05 能登香島女③ 穴水女② 七尾女① 穴水女② 七尾東部女① 津幡南女② 根上女① 片山津女① 錦城女③ 

8:05～8:20 内灘女② 宝達女③ 宝達女③ 宝達女② 東陽女① 東和女③ 寺井女③ 

   

第６８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 


